
令和4年度春季市長杯男女ダブルス　　　令和４年５月８日

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート

09:15 男3-A-1 男3-A-2 男3-B-1 男3-B-2 男3-C-1 男3-D-1
09:35 男3-E-1 男3-F-1 男3-G-1 男2-A-1 男2-A-2 男2-B-1
09:55 男2-B-2 男2-C-1 男2-D-1 男2-E-1 男2-F-1 女3-A-1
10:15 女3-A-2 女3-B-1 女3-C-1 女3-D-1 女12-A-1 女12-A-2
10:35 女12-B-1 女12-B-2 男1-1 男1-2 男4-1 男4-2
10:55 女4-1 男3-A-3 男3-A-4 男3-B-3 男3-B-4 男3-C-2
11:15 男3-D-2 男3-E-2 男3-F-2 男3-G-2 男2-A-3 男2-A-4
11:35 男2-B-3 男2-B-4 男2-C-2 男2-D-2 男2-E-2 男2-F-2
11:55 女3-A-3 女3-A-4 女3-B-2 女3-C-2 女3-D-2 女12-A-3
12:15 女12-A-4 女12-B-3 女12-B-4 男1-3 男1-4 男4-3
12:35 男4-4 女4-2 男3-A-5 男3-A-6 男3-B-5 男3-B-6
12:55 男3-C-3 男3-D-3 男3-E-3 男3-F-3 男3-G-3 男2-A-5
13:15 男2-A-6 男2-B-5 男2-B-6 男2-C-3 男2-D-3 男2-E-3
13:35 男2-F-3 女3-A-5 女3-A-6 女3-B-3 女3-C-3 女3-D-3
13:55 女12-A-5 女12-A-6 女12-B-5 女12-B-6 男1-5 男1-6
14:15 男4-5 男4-6 女4-3 男3-1 男3-2 男3-3
14:35 男2-1 男2-2 女3-1 女3-2 女12-決勝 男3-4
14:55 男3-5 男2-3 男2-4 女3-決勝
15:15 男3-決勝 男2-決勝

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート

09:00 混2-A-1 混2-A-2 混2-B-1 混2-C-1 混3-A-1 混3-A-2
09:20 混3-B-1 混3-C-1 混3-D-1 混3-E-1 混4-1 混4-2
09:40 混2-A-3 混2-A-4 混2-B-2 混2-C-2 混3-A-3 混3-A-4
10:00 混3-B-2 混3-C-2 混3-D-2 混3-E-2 混4-3 混4-4
10:20 混2-A-5 混2-A-6 混2-B-3 混2-C-3 混3-A-5 混3-A-6
10:40 混3-B-3 混3-C-3 混3-D-3 混3-E-3 混4-5 混4-6
11:00 混2-1 混3-1 男2-A-1 男2-A-2 男2-B-1 男2-B-2
11:20 混2-決勝 混3-2 混3-3 男2-C-1 男2-D-1 男2-E-1
11:40 混3-決勝 男2-F-1 男2-G-1 男3-A-1 男3-A-2 男3-B-1
12:00 男3-B-2 男3-C-1 男3-D-1 男3-E-1 男3-F-1 男3-G-1
12:20 男4-A-1 男4-A-2 男4-B-1 男4-B-2 男1-A-1 男1-A-2
12:40 男1-B-1 男1-C-1 女12-A-1 女12-B-1 女12-C-1 女3-A-1
13:00 女3-A-2 女3-B-1 女3-B-2 女4-A-1 女4-B-1 男2-A-3
13:20 男2-A-4 男2-B-3 男2-B-4 男2-C-2 男2-D-2 男2-E-2
13:40 男2-F-2 男2-G-2 男3-A-3 男3-A-4 男3-B-3 男3-B-4
14:00 男3-C-2 男3-D-2 男3-E-2 男3-F-2 男3-G-2 男4-A-3
14:20 男4-A-4 男4-B-3 男4-B-4 男1-A-3 男1-A-4 男1-B-2
14:40 男1-C-2 女12-A-2 女12-B-2 女12-C-2 女3-A-3 女3-A-4
15:00 女3-B-3 女3-B-4 女4-A-2 女4-B-2 男2-A-5 男2-A-6
15:20 男2-B-5 男2-B-6 男2-C-3 男2-D-3 男2-E-3 男2-F-3
15:40 男2-G-3 男3-A-5 男3-A-6 男3-B-5 男3-B-6 男3-C-3
16:00 男3-D-3 男3-E-3 男3-F-3 男3-G-3 男4-A-5 男4-A-6
16:20 男4-B-5 男4-B-6 男1-B-3 男1-C-3 男1-A-5 男1-A-6
16:40 女12-A-3 女12-B-3 女12-C-3 女3-A-5 女3-A-6 女3-B-5
17:00 女3-B-6 女4-A-3 女4-B-3 男2-1 男2-2 男2-3
17:20 男3-1 男3-2 男3-3 男4-決勝 男1-1 女12-1
17:40 女3-決勝 女4-決勝 男2-4 男2-5 男3-4 男3-5
18:00 男1-決勝 女12-決勝 男2-決勝 男3-決勝

令和4年度春季市長杯混合ダブルス・男女シングルス　　　令和４年５月１５日

・各試合のポイント数は、全て15ポイント3ゲームマッチ（延長なし）とします。
・タイムテーブルはあくまでも目安で、試合の順番を入れ替えることがありますので、予定時刻の1時間前には会場にいるよう
にしてください。コールしてもコートに入らない場合は、棄権となる場合があります。
・試合当日体調が悪い場合は、出場を控えてください。
・会場に各選手、選手以外の来場者用、それぞれの体温チェックシートを準備しますので、各自で記入してください。また、
各自で消毒液を持参し消毒を行ってください。
・試合以外の時間は、必ずマスクを着用してください。


