
 

式 典 次 第 
 

開 会 式     閉 会 式 

１・役員・選手入場      １・役員・選手入場 

２・開式通告         ２・開式通告 

３・開会宣言         ３・成績発表 

４・国旗掲揚         ４・表彰 

５・大会旗・連盟旗掲揚    ５・会長あいさつ 

６・優勝旗・優勝杯返還    ６・国旗・大会旗・連盟旗後納 

７・会長あいさつ       ７・閉会宣言 

８・歓迎のことば       ８・役員・選手退場 

９・競技上の注意 

10・選手宣誓 

11・閉式通告 

12・役員・選手退場 

 

大 会 日 程 

期  日 ８月２５日（土） ８月２６日（日祝） 

種  別 少年の部・成年の部 少年の部・成年の部 

受付開始 ７時３０分 ７時３０分 

受付終了 ８時２０分 ８時３０分 

開 会 式 ８時３０分  

競技開始 ９時３０分 ９時００分 

競技終了 １５時３０分 １３時００分 

表 彰 式  １４時００分 

終  了  １４時４０分 

試 合 数 ３６試合 ２４試合 

 

※試合数は、１日目各県３試合、２日目各県２試合 

※開会式・閉会式は、８・９コートで行います。 



第４５回東北総合体育大会ソフトテニス競技　　進行予定表

少年男子

9:30 ～ 11:00 第１試合 山形 ー宮城 福島 ー秋田 岩手 ー青森

11:30 ～ 13:00 第２試合 山形 ー福島 宮城 ー岩手 秋田 ー青森

13:30 ～ 15:00 第３試合 福島 ー岩手 宮城 ー青森 山形 ー秋田

9:00 ～ 10:30 第４試合 福島 ー青森 宮城 ー秋田 山形 ー岩手

11:00 ～ 12:30 第５試合 宮城 ー福島 秋田 ー岩手 山形 ー青森

少年女子

9:30 ～ 11:00 第１試合 福島 ー青森 岩手 ー宮城 山形 ー秋田

11:30 ～ 13:00 第２試合 福島 ー岩手 青森 ー山形 宮城 ー秋田

13:30 ～ 15:00 第３試合 岩手 ー山形 青森 ー秋田 福島 ー宮城

9:00 ～ 10:30 第４試合 岩手 ー秋田 青森 ー宮城 福島 ー山形

11:00 ～ 12:30 第５試合 青森 ー岩手 宮城 ー山形 福島 ー秋田

成年男子

9:30 ～ 11:00 第１試合 秋田 ー山形 岩手 ー青森 宮城 ー福島

11:30 ～ 13:00 第２試合 秋田 ー岩手 山形 ー宮城 青森 ー福島

13:30 ～ 15:00 第３試合 岩手 ー宮城 山形 ー福島 秋田 ー青森

9:00 ～ 10:30 第４試合 岩手 ー福島 山形 ー青森 秋田 ー宮城

11:00 ～ 12:30 第５試合 山形 ー岩手 青森 ー宮城 秋田 ー福島

成年女子

9:30 ～ 11:00 第１試合 岩手 ー山形 福島 ー宮城 秋田 ー青森

11:30 ～ 13:00 第２試合 岩手 ー福島 山形 ー秋田 宮城 ー青森

13:30 ～ 15:00 第３試合 福島 ー秋田 山形 ー青森 岩手 ー宮城

9:00 ～ 10:30 第４試合 福島 ー青森 山形 ー宮城 岩手 ー秋田

11:00 ～ 12:30 第５試合 山形 ー福島 宮城 ー秋田 岩手 ー青森
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