
3月19日(金) 博多の森テニス競技場

コート番号 9:00～11:30 11:30～14:00 14:00～16:30

C 柳川 相生学院 東京学館浦安

1 沖縄尚学 近大附属 金沢

2 海星 甲南 敦賀気比

3 筑陽学園 光泉カトリック 日大三

4 新田 東大津 東海大菅生

5 英明 四日市工 霞ヶ浦

6 関西 静岡市立 文星芸大附

7 岡山理大附 麗澤瑞浪 光明相模原

8 広島国際学院 県岐阜商 浦和学院

9 誠英 北陸 仙台育英

コート番号 9:00～11:30 11:30～14:00 14:00～16:30

10 沖縄尚学 京都外大西 新潟第一

11 宮崎商 立命館守山 水橋

12 鳳凰 奈良育英 白鵬女子

13 佐賀商 近大和歌山 東京学館船橋

14 新田 四日市商 東京学館浦安

15 済美 県岐阜商 大成

IN 1 野田学園 椙山女学園 前橋育英

IN 2 山陽学園 関 成蹊

IN 3 山陽女学園 津商 法政二

IN 4 相生学院 松商学園 札幌光星

3月19日(金) 春日公園テニスコート

コート番号 9:30～12:00 12:00～14:30 14:30～17:00

4 大分舞鶴 名経大市邨 岩手

5 鳳凰 名古屋 秋田商

6 高松北 松商学園 東陵

7 西京 東京学館新潟 北科大高

8 東山 湘南工大附属 札幌光星

9 清風 浦和麗明 帯北

10 第一薬科 静岡市立 北科大高

11 折尾愛真 愛知啓成 仙台育英

12 高松北 仁愛女子 寒河江

13 岡山学芸館 北陸学院 花巻北

14 浪速 浦和麗明 東陵

15 大商学園 山村学園 東洋大牛久

　　　≪注意事項≫

※　19日の練習コートは博多の森テニス競技場・春日公園テニスコートです。

※  練習コート使用開始前に、必ず受付でその日の健康調査票を提出し、本部によって来場の報告をお願いします。

※　春日公園駐車場への入場については、全て８：３０以降とします。必ず守ってください。

※　雨天時　練習コートはありません。(室内コートについても使用を禁止します。）

※　5分前に練習を終了し、必ずコート整備を行って下さい。

※　勝手に割り当てコート以外を使用しないで下さい。(トラブル、クレームの原因となります)

≪注意事項≫

※　赤字は女子、黒字は男子

第43回全国高校選抜テニス大会　指定練習コート割（19日）



3月20日(土) 博多の森テニス競技場

コート番号 9:00～10:00 10:00～11:00 11:00～12:00 12:00～13:00 13:00～13:30 13:30～14:00

C 北科大高 県岐阜商 関 水橋

1 仙台育英 北陸学院 京都外大西 寒河江 東陵 寒河江

2 浦和麗明 愛知啓成 山陽女学園 鳳凰 東京学館浦安 鳳凰

3 仁愛女子 大商学園 宮崎商 佐賀商 前橋育英 水橋

4 静岡市立 山陽学園 東陵 奈良育英 椙山女学園 奈良育英

5 浪速 済美 東京学館浦安 成蹊 立命館守山 成蹊

6 岡山学芸館 折尾愛真 前橋育英 法政二 大成 法政二

7 高松北 花巻北 椙山女学園 東洋大牛久 関 東洋大牛久

8 第一薬科 東京学館船橋 立命館守山 津商 京都外大西 津商

9 山村学園 新潟第一 大成 近大和歌山 山陽女学園 近大和歌山

コート番号 9:00～10:00 10:00～11:00 11:00～12:00 12:00～13:00 13:00～13:30 13:30～14:00

10 北科大高 秋田商 日大三 名経大市邨 東陵 名経大市邨

11 岩手 浦和麗明 金沢 誠英 秋田商 誠英

12 湘南工大附属 東京学館新潟 県岐阜商 海星 海星 光明相模原

13 松商学園 静岡市立 近大附属 筑陽学園 筑陽学園 浦和学院

14 名古屋 清風 広島国際学院 霞ヶ浦 霞ヶ浦 光泉カトリック

15 東山 岡山理大附 沖縄尚学 文星芸大附 文星芸大附 東大津

IN 1 西京 英明 東海大菅生 光明相模原 帯北 佐賀商

IN 2 高松北 鳳凰 敦賀気比 浦和学院

IN 3 大分舞鶴 帯北 麗澤瑞浪 光泉カトリック

IN 4 札幌光星 東陵 甲南 東大津

3月20日(土) 春日公園テニスコート

コート番号 9:30～10:30 10:30～11:30 11:30～12:00 12:00～12:30 12:30～13:00 13:00～13:30 13:30～14:00

4 仙台育英 札幌光星 浪速 北科大高 花巻北 県岐阜商 宮崎商

5 東京学館浦安 白鵬女子 岡山学芸館 仙台育英 東京学館船橋 北陸学院 折尾愛真

6 北陸 松商学園 高松北 浦和麗明 新潟第一 愛知啓成 日大三

7 四日市工 四日市商 第一薬科 仁愛女子 札幌光星 大商学園 金沢

8 相生学院 相生学院 山村学園 静岡市立 白鵬女子 山陽学園 県岐阜商

9 関西 野田学園 仙台育英 北科大高 松商学園 済美 近大附属

10 新田 新田 東京学館浦安 岩手 四日市商 浦和麗明 広島国際学院

11 柳川 沖縄尚学 北陸 湘南工大附属 相生学院 東京学館新潟 沖縄尚学

12 四日市工 松商学園 野田学園 静岡市立 東海大菅生

13 相生学院 名古屋 新田 清風 敦賀気比

14 関西 東山 沖縄尚学 岡山理大附 麗澤瑞浪

15 新田 西京 大分舞鶴 英明 甲南

16 柳川 高松北 札幌光星 鳳凰

　　　≪注意事項≫

※　20日の練習コートは博多の森テニス競技場・春日公園テニスコートです。

※  練習コート使用開始前に、必ず受付でその日の健康調査票を提出し、本部によって来場の報告をお願いします。

※　春日公園駐車場への入場については、全て８：３０以降とします。必ず守ってください。

※　雨天時　練習コートはありません。(室内コートについても使用を禁止します。）

※　5分前に練習を終了し、必ずコート整備を行って下さい。

※　勝手に割り当てコート以外を使用しないで下さい。(トラブル、クレームの原因となります)

※　赤字は女子、黒字は男子

第43回全国高校選抜テニス大会　指定練習コート割（20日）※追加分を含む



3月21日(日)　競技第1日目 春日公園テニスコート 2021.3.20 19:00

コート番号 9:30～10:10 10:10～10:50 11:00～12:00 12:00～13:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00

4 女子32 女子40

5 女子33 女子41

6 女子34 女子44

7 女子35 女子45

8 女子38 女子46

9 女子39 女子47

11 男子26 男子40

12 男子27 男子41

13 男子28 男子44

14 男子29 男子45

15 男子38 男子46

16 男子39 男子47

3月22日(月)　競技第2日目 春日公園テニスコート

コート番号 9:30～10:10 10:10～10:50 11:00～12:00 12:00～13:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00

4 女子31 女子40-41

5 女子32-33 女子42

6 女子34-35 女子43

7 女子36 女子44-45

8 女子37 女子46-47

9 女子38-39 女子48

10

11 男子31 男子40-41

12 男子32-33 男子42

13 男子34-35 男子43

14 男子36 男子44-45

15 男子37 男子46-47

16 男子38-39 男子48

※　21日、22日の指定練習コートは春日公園テニスコートです。

※　春日公園駐車場への入場については、全て８：３０以降とします。必ず守ってください。

※　5分前に練習を終了し、必ずコート整備を行って下さい。

※　ドロー番号の入っていない時間帯は練習コートとして使用できます。１校１面１時間を基本として貸し出します。

　　必ず、博多の森大会運営本部受付にてサインインをして、使用してください。

※　勝手に割り当てコート以外を使用しないで下さい。(トラブル、クレームの原因となります)

第43回全国高校選抜テニス大会　指定練習コート割（21日・22日）訂正版

≪ 注 意 事 項 ≫

※　赤字は女子ドロー番号、黒字は男子ドロー番号

女子1

女子6

女子19 女子37

女子24

女子7 女子25 女子42

女子12 女子30 女子43

女子13 女子31

男子6 男子24

女子18 女子36 女子48

男子1 男子19 男子37

男子7 男子25 男子42

男子12 男子30 男子43

男子13 男子31

男子18 男子36 男子48


