
第19回全国中学選抜卓球大会 平成30年3月24日～25日
京都府・島津アリーナ京都

第1日目：3月24日(土）

コート 練習割当 開会式 試合開始 『第1ステージ』 『第2ステージ』

8:10 9:00 9:30 11:30 13:30 16:00               18:00

1 女A　2-3 女A　1－2・3の敗者女A　1－2・3の勝者 女　311

2 女B　2-3 女B　1－2・3の敗者女B　1－2・3の勝者 女　312

3 女C　2-3 女C　1－2・3の敗者女C　1－2・3の勝者 女　313

4 女D　2-3 女D　1－2・3の敗者女D　1－2・3の勝者 女　314

5 男A　2-3 男A　1－2・3の敗者男A　1－2・3の勝者 男　311

6 男B　2-3 男B　1－2・3の敗者男B　1－2・3の勝者 男　312

7 男C　2-3 男C　1－2・3の敗者男C　1－2・3の勝者 男　313

8 男D　2-3 男D　1－2・3の敗者男D　1－2・3の勝者 男　314

9 女E　2-3 女E　1－2・3の敗者女E　1－2・3の勝者 女　315

10 女F　2-3 女F　1－2・3の敗者女F　1－2・3の勝者 女　316

11 女G　2-3 女G　1－2・3の敗者女G　1－2・3の勝者 女　211

12 女H　2-3 女H　1－2・3の敗者女H　1－2・3の勝者 女　212

13 女I　2-3 女I　1－2・3の敗者 女I　1－2・3の勝者 女　213

14 女J　2-3 女J　1－2・3の敗者女J　1－2・3の勝者 女　214

15 男E　2-3 男E　1－2・3の敗者男E　1－2・3の勝者 男　211

16 男F　2-3 男F　1－2・3の敗者男F　1－2・3の勝者 男　212

17 男G　2-3 男G　1－2・3の敗者男G　1－2・3の勝者 男　213

18 男H　2-3 男H　1－2・3の敗者男H　1－2・3の勝者 男　214

19 男I　2-3 男I　1－2・3の敗者 男I　1－2・3の勝者 男　315

20 男J　2-3 男J　1－2・3の敗者男J　1－2・3の勝者 男　316

21 女K　2-3 女K　1－2・3の敗者女K　1－2・3の勝者 女　317

22 女L　2-3 女L　1－2・3の敗者女L　1－2・3の勝者 女　318

23 女M　2-3 女M　1－2・3の敗者女M　1－2・3の勝者 女　215

24 女N　2-3 女N　1－2・3の敗者女N　1－2・3の勝者 女　216

25 女O　2-3 女O　1－2・3の敗者女O　1－2・3の勝者 女　217

26 女P　2-3 女P　1－2・3の敗者女P　1－2・3の勝者 女　218

27 男K　2-3 男K　1－2・3の敗者男K　1－2・3の勝者 男　215

28 男L　2-3 男L　1－2・3の敗者男L　1－2・3の勝者 男　216

29 男M　2-3 男M　1－2・3の敗者男M　1－2・3の勝者 男　217

30 男N　2-3 男N　1－2・3の敗者男N　1－2・3の勝者 男　218

31 男O　2-3 男O　1－2・3の敗者男O　1－2・3の勝者 男　317

32 男P　2-3 男P　1－2・3の敗者男P　1－2・3の勝者 男　318
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第19回全国中学選抜卓球大会 平成30年3月24日～25日
京都府・島津アリーナ京都

第2日目：3月25日(日）

コート 練習割当 試合開始 閉会式

8:10 9:00 11:00  12:30  13:00 14:30 16:00

1 試合NO 321 試合NO 321 女

2 試合NO 322 試合NO 322 331

3 試合NO 323 試合NO 323 女

4 試合NO 324 試合NO 324 332

5 試合NO 321 試合NO 321 男

6 試合NO 322 試合NO 322 331

7 試合NO 323 試合NO 323 男

8 試合NO 324 試合NO 324 332

9 試合NO 221 試合NO 221 女

10 試合NO 222 試合NO 222 231

11 試合NO 111 試合NO 111 女 女子1位トーナメント

12 試合NO 112 試合NO 112 121 準決勝　131 女子1位トーナメント

13 試合NO 113 試合NO 113 女 女子1位トーナメント 決勝　　　141

14 試合NO 114 試合NO 114 122 準決勝　132

15 試合NO 111 試合NO 111 男 男子１位トーナメント

16 試合NO 112 試合NO 112 121 準決勝　131 男子1位トーナメント

17 試合NO 113 試合NO 113 男 男子１位トーナメント 決勝　　　141

18 試合NO 114 試合NO 114 122 準決勝　132

19 試合NO 221 試合NO 221 男

20 試合NO 222 試合NO 222 231

21 試合NO 223 試合NO 223 女

22 試合NO 224 試合NO 224 232

23 試合NO 115 試合NO 115 女 女子3位トーナメント

24 試合NO 116 試合NO 116 123 決勝　341

25 試合NO 117 試合NO 117 女 女子2位トーナメント

26 試合NO 118 試合NO 118 124 決勝　241

27 試合NO 115 試合NO 115 男 男子2位トーナメント

28 試合NO 116 試合NO 116 123 決勝　241

29 試合NO 117 試合NO 117 男 男子3位トーナメント

30 試合NO 118 試合NO 118 124 決勝　341

31 試合NO 223 試合NO 223 男

32 試合NO 224 試合NO 224 232
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