
　①【6大学制】新1部、2部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目

日程 9/7（水） 9/8（木） 9/9（金） 9/10（土） 9/11（日） 9/12（月） 9/13（火） 9/14（火）

1部リーグ：1日目

開会式
1部リーグ：2日目 1部リーグ：3日目 予備日

クライマックスシリーズ

1日目：1回戦

クライマックスシリーズ

2日目：決勝戦

表彰式

予備日

⑦、⑧ ⑨

⑦【リーグ戦Ⅰ:1位】vs

【リーグ戦Ⅱ:2位】

⑧【リーグ戦Ⅱ:1位】vs

【リーグ戦Ⅰ:2位】

⑨【⑦勝利大学】vs

【⑧勝利大学】

⑨勝利大学⇒全国王座決定戦出

場権獲得

5位・6位決定戦 3位・4位決定戦

⑪
⑩【⑦敗退大学】vs

【⑧敗退大学】

【リーグ戦Ⅰ:3位】vs

【リーグ戦Ⅱ:3位】
入れ替え戦

　　・勝利大学：5位（入替戦へ）

　　・敗退大学：6位（2部自動降格）

⑫【1部リーグ5位】vs

【2部リーグ2位】

新2部リーグ

日程 9/6（火） 9/7（水） 9/8（木） 9/9（金） 9/10（土） 9/11（日） 9/12（月） 9/13（火） 9/14（火）

2部リーグ：1日目 2部リーグ：2日目 2部リーグ：3日目
クライマックスシリーズ

1日目：1回戦

クライマックスシリーズ

2日目：決勝戦
予備日

⑦、⑧ ⑨

⑦【リーグ戦Ⅰ:1位】vs

【リーグ戦Ⅱ:2位】

⑧【リーグ戦Ⅱ:1位】vs

【リーグ戦Ⅰ:2位】

⑨【⑦勝利大学】vs

【⑧勝利大学】

⑨勝利大学⇒1部昇格

⑨敗退大学

⇒9/13（火）1部-2部入替戦へ

5位・6位決定戦 3位・4位決定戦

⑪
⑩【⑦敗退大学】vs

【⑧敗退大学】

【リーグ戦Ⅰ:3位】vs

【リーグ戦Ⅱ:3位】
入れ替え戦

・勝利大学：5位

⇒2部-3部入替戦出場

・敗退大学：6位（3部自動降格）

⑫【2部リーグ5位】vs

【3部リーグ2位】

2022年度　新リーグ大会日程（計画）

コート
面数

対戦内容

コート面数

男3面進行×2対戦

女2面進行×2対戦

練習コート2面※

（時間制・有料制）

12面使用

【リーグ戦Ⅰ】

・③A2(1位)vsC2(3位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅱ】

・④B2(2位)vsD2(4位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

予備日

①、②

コート面数

男3面進行×3対戦

女2面進行×3対戦

16面使用

対戦：詳細

＊（）前年度順位

＊「1」1部リーグ

A1大学（1位）、B1大学（2位）

C1大学（3位）、D1大学（4位）

E1大学（5位）、F1大学（6位）

【リーグ戦Ⅰ】

・①A1(1位)vsF1(6位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅱ】

・②B1(2位)vsE1(5位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅰ】

・③A1(1位)vsC1(3位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅱ】

・④B1(2位)vsD1(4位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅰ】

・⑤C1(3位)vsF1(6位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅱ】

・⑥D1(4位)vsE1(5位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

対戦

内容

コート

面数

練習コート

（時間制・有料制）

新1部リーグ

コート面数

男3面進行×3対戦

女2面進行×3対戦

16面使用

コート面数

男3面進行×3対戦

女2面進行×3対戦

16面使用

午後、公式練習

練習コート（有料制）

①、② ③、④ ⑤、⑥

コート面数

16面

コート面数

男3面進行×2対戦

女2面進行×2対戦

練習コート2面※

（時間制・有料制）

16面使用

コート面数

男3面進行×2対戦

女2面進行×2対戦

練習コート2面※

（時間制・有料制）

16面使用

コート面数

男3面進行×2対戦

女2面進行×2対戦

練習コート2面※

（時間制・有料制）

16面使用

⑤、⑥

【リーグ戦Ⅰ】

・⑤C2(3位)vsF2(6位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅱ】

・⑥D2(4位)vsE2(5位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

コート面数

男3面進行×2対戦

女2面進行×2対戦

練習コート2面※

（時間制・有料制）

12面使用

【リーグ戦Ⅰ】

・①A2(1位)vsF2(6位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

【リーグ戦Ⅱ】

・②B2(2位)vsE2(5位)

　＊(男)3面進行

　＊(女)2面進行

コート面数

男3面進行×2対戦

女2面進行×2対戦

練習コート2面※

（時間制・有料制）

12面使用

③、④

コート面数

男3面進行×3対戦

女2面進行×3対戦

16面使用

コート面数

男3面進行×3対戦

女2面進行×3対戦

16面使用

コート面数

男3面進行×3対戦

女2面進行×3対戦

16面使用



1部リーグ戦における「6大学制」の試合方法について

⇒

令和3年度の結果により、令和4年度から実施する

鹿屋体育大学 第1シード 福岡大学 第2シード

鹿屋体育大学 長崎国際大学 熊本学園大学 福岡大学 九州共立大学 九州大学

1位 鹿屋体育大学 ③ ① 2位 福岡大学 ④ ②

3位 長崎国際大学 ⑤ 4位 九州共立大学 ⑥

6位 熊本学園大学 5位 九州大学

：⑩

：⑪

：⑫

3位・4位決定戦

5位・6位決定戦 1部リーグⅠ：3位大学　　VS　　1部リーグⅡ：3位大学

入れ替え戦 1部リーグ5位大学　　VS　　2部リーグ2位大学

クライマックスシリーズ　1回戦敗退大学　　　　　　大学　VS　　　　　大学

⑨

⑦ ⑧

1部リーグⅠ：1位 1部リーグⅡ：2位 1部リーグⅠ：2位 1部リーグⅡ：1位

【男子1部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式】

　6大学制（「2019年度全日本大学対抗テニス王座決定試合九州地区予選1部リーグ」及び「2021年度男女1部リーグ」結果より）

1部リーグⅠ 1部リーグⅡ

クライマックスシリーズ 優勝：全国王座出場権獲得

「6大学制」の試合方法について

①総当たり戦

②1部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式

③入れ替え戦：2大学方式（自動昇格・降格、及び入れ替え戦）

1部リーグについては6大学を2パートに分ける。なお、前年度1位大学のリーグには、前年度、3位大学、6位大学、前年度2位大学の

リーグには、4位大学、6位大学の3チーム総当たり戦（各大学2試合）を行う。そのリーグにおいて、1位、2位が「クライマックスシ

リーズ」に進出し、トーナメント方式にて「全国王座出場権」を獲得する試合を行う。さらに、1部リーグ3位の2大学は、「1部リーグ3

位・4位順位決定戦」を行う。以上の対戦により最大4対戦、最小3対戦となる。

クライマックスシリーズ：決勝戦

優勝（1部1位）大学は「全国王座出場権獲得」及び次年度の「第1シード」、準優勝大学は「全国王座出場権 補欠大学」、次年

度の「第2シード」。

クライマックスシリーズ：1回戦

1回戦、勝者大学（2チーム）は、決勝戦へ進出。1回戦敗退チーム（2大学）は、「1部リーグ3位・4位」決定戦へ。

1部リーグ（Ⅰ、Ⅱ）の3位チームは、「1部リーグ5位・6位」決定戦へ。

入れ替え戦

○1部リーグ5位大学vs2部リーグ2位大学 1部リーグ5位大学：勝利⇒1部リーグ残留（次年度1部リーグ5位） 敗退⇒2部リーグ

降格（次年度2部リーグ2位）

2部リーグ2位大学：勝利⇒1部リーグ昇格（次年度1部リーグ5位） 敗退⇒2部リーグ

残留（次年度2部リーグ2位）

○1部リーグ6位大学⇒自動降格：次年度2部リーグ1位

2部リーグ1位大学⇒自動昇格：次年度1部リーグ6位

「入れ替え戦」において、

「1部リーグ5位」の大学が勝者の場合は「1部リーグ残留」、「2部リーグ2位」の大学が勝者の場合は「1部リーグ昇格」となる。

また「1部リーグ6位」大学は、自動降格（次年度、2部リーグ1位に）なり、必然的に「2部リーグ1位」は自動昇格（次年度、1部

リーグ6位）となる。

但し、1部リーグ5位の大学が2部リーグ2位の大学に敗退した場合の次年度リーグの順位については、1部リーグ5位大学（入れ替

え戦敗退大学）は次年度2部リーグ2位、

2部リーグ2位大学（入れ替え戦勝利大学）は、次年度1部リーグ5位となる。



佐賀大学 第1シード 熊本大学 第2シード

佐賀大学 西南学院大学 鹿児島大学 熊本大学 大分大学 長崎大学

1位 佐賀大学 ③ ① 2位 熊本大学 ④ ②

3位 西南学院大学 ⑤ 4位 大分大学 ⑥

6位 鹿児島大学 5位 長崎大学

：⑩

：⑪

：⑫

3位・4位決定戦

5位・6位決定戦 2部リーグⅠ：3位大学　　VS　　2部リーグⅡ：3位大学

入れ替え戦 2部リーグ5位大学　　VS　　3部リーグ2位大学

クライマックスシリーズ　1回戦敗退大学　　　　　　大学　VS　　　　　大学

⑨

⑦ ⑧

2部リーグⅠ：1位 2部リーグⅡ：2位 2部リーグⅠ：2位 2部リーグⅡ：1位

2部リーグ戦における「6大学制」の試合方法について

【男子2部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式】

　6大学制（「2019年度全日本大学対抗テニス王座決定試合九州地区予選2部リーグ、3部リーグ」結果より）

2部リーグⅠ 2部リーグⅡ

クライマックスシリーズ 優勝：1部リーグ自動昇格

「6大学制」の試合方法について

①総当たり戦

②1部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式

③入れ替え戦：2大学方式（自動昇格・降格、及び入れ替え戦）

リーグ戦については6大学を2パートに分ける。なお、前年度1位大学のリーグには、前年度、3位大学、6位大学、前年度2位大学のリー

グには、4位大学、6位大学の3チーム総当たり戦（各大学2試合）を行う。そのリーグにおいて、1位、2位が「クライマックスシリー

ズ」に進出し、トーナメント方式にて「1部リーグ自動昇格権」を獲得する試合を行う。さらに、2部リーグ3位の2大学は、「2部リーグ

3位・4位順位決定戦」を行う。以上の対戦により最大4対戦、最小3対戦となる。

クライマックスシリーズ：決勝戦

優勝（2部1位）大学は「1部リーグ自動昇格」及び次年度の「1部リーグ6位」、準優勝大学は、次年度の「2部リーグ2位」及び

リーグ戦「第2シード」。

クライマックスシリーズ：1回戦

1回戦、勝者大学（2チーム）は、決勝戦へ進出。1回戦敗退チーム（2大学）は、「2部リーグ3位・4位」決定戦へ。

2部リーグ（Ⅰ、Ⅱ）の3位チームは、「2部リーグ5位・6位」決定戦へ。

入れ替え戦

○2部リーグ5位大学vs3部リーグ2位大学 2部リーグ5位大学：勝利⇒2部リーグ残留（次年度2部リーグ5位） 敗退⇒3部リーグ

降格（次年度3部リーグ2位）

3部リーグ2位大学：勝利⇒2部リーグ昇格（次年度2部リーグ5位） 敗退⇒3部リーグ

残留（次年度3部リーグ2位）

○2部リーグ6位大学⇒自動降格：次年度3部リーグ1位

3部リーグ1位大学⇒自動昇格：次年度2部リーグ6位

「入れ替え戦」において、

「2部リーグ5位」の大学が勝者の場合は「2部リーグ残留」、「3部リーグ2位」の大学が勝者の場合は「2部リーグ昇格」となる。

また「2部リーグ6位」大学は、自動降格（次年度、3部リーグ1位に）なり、必然的に「3部リーグ1位」は自動昇格（次年度、2部

リーグ6位）となる。

但し、2部リーグ5位の大学が3部リーグ2位の大学に敗退した場合の次年度リーグの順位については、2部リーグ5位大学（入れ替

え戦敗退大学）は次年度3部リーグ2位、

3部リーグ2位大学（入れ替え戦勝利大学）は、次年度2部リーグ5位となる。



1部リーグ戦における「6大学制」の試合方法について

⇒

令和3年度の結果により、令和4年度から実施する

鹿屋体育大学 第1シード 西南学院大学 第2シード

鹿屋体育大学 福岡大学 折尾愛真短期大学 西南学院大学 西南女学院大学 長崎国際大学

1位 鹿屋体育大学 ③ ① 2位 西南学院大学 ④ ②

3位 福岡大学 ⑤ 4位 西南女学院大学 ⑥

6位 折尾愛真短期大学 5位 長崎国際大学

：⑩

：⑪

：⑫

3位・4位決定戦 クライマックスシリーズ　1回戦敗退大学　　　　　　大学　VS　　　　　大学

5位・6位決定戦 1部リーグⅠ：3位大学　　VS　　1部リーグⅡ：3位大学

入れ替え戦 1部リーグ5位大学　　VS　　2部リーグ2位大学

⑨

⑦ ⑧

1部リーグⅠ：1位 1部リーグⅡ：2位 1部リーグⅠ：2位 1部リーグⅡ：1位

【女子1部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式】

　6大学制（「2019年度全日本大学対抗テニス王座決定試合九州地区予選1部リーグ」結果より）

1部リーグⅠ 1部リーグⅡ

クライマックスシリーズ 優勝：全国王座出場権獲得

「6大学制」の試合方法について

①総当たり戦

②1部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式

③入れ替え戦：2大学方式（自動昇格・降格、及び入れ替え戦）

リーグ戦については6大学を2パートに分ける。なお、前年度1位大学のリーグには、前年度、3位大学、6位大学、前年度2位大学のリーグには、4位大学、6位大学の3

チーム総当たり戦（各大学2試合）を行う。そのリーグにおいて、1位、2位が「クライマックスシリーズ」に進出し、トーナメント方式にて「全国王座出場権」を獲

得する試合を行う。さらに、1部リーグ3位の2大学は、「1部リーグ3位・4位順位決定戦」を行う。以上の対戦により最大4対戦、最小3対戦となる。

クライマックスシリーズ：決勝戦

優勝（1部1位）大学は「全国王座出場権獲得」及び次年度の「第1シード」、準優勝大学は「全国王座出場権 補欠大学」、次年度の「第2シード」。

クライマックスシリーズ：1回戦

1回戦、勝者大学（2チーム）は、決勝戦へ進出。1回戦敗退チーム（2大学）は、「1部リーグ3位・4位」決定戦へ。

1部リーグ（Ⅰ、Ⅱ）の3位チームは、「1部リーグ5位・6位」決定戦へ。

入れ替え戦

○1部リーグ5位大学vs2部リーグ2位大学 1部リーグ5位大学：勝利⇒1部リーグ残留（次年度1部リーグ5位） 敗退⇒2部リーグ降格（次年度2部リーグ2位）

2部リーグ2位大学：勝利⇒1部リーグ昇格（次年度1部リーグ5位） 敗退⇒2部リーグ残留（次年度2部リーグ2位）

○1部リーグ6位大学⇒自動降格：次年度2部リーグ1位

2部リーグ1位大学⇒自動昇格：次年度1部リーグ6位

「入れ替え戦」において、

「1部リーグ5位」の大学が勝者の場合は「1部リーグ残留」、「2部リーグ2位」の大学が勝者の場合は「1部リーグ昇格」となる。

また「1部リーグ6位」大学は、自動降格（次年度、2部リーグ1位に）なり、必然的に「2部リーグ1位」は自動昇格（次年度、1部リーグ6位）となる。

但し、1部リーグ5位の大学が2部リーグ2位の大学に敗退した場合の次年度リーグの順位については、1部リーグ5位大学（入れ替え戦敗退大学）は次年度2部

リーグ2位、

2部リーグ2位大学（入れ替え戦勝利大学）は、次年度1部リーグ5位となる。

リーグ戦については6大学を2パートに分ける。なお、前年度1位大学のリーグには、前年度、3位大学、6位大学、前年度2位大学のリーグには、4位大学、6位大学の3

チーム総当たり戦（各大学2試合）を行う。そのリーグにおいて、1位、2位が「クライマックスシリーズ」に進出し、トーナメント方式にて「全国王座出場権」を獲

得する試合を行う。さらに、2部リーグ3位の2大学は、「2部リーグ3位・4位順位決定戦」を行う。以上の対戦により最大4対戦、最小3対戦となる。



佐賀大学 第1シード 鹿児島大学 第2シード

佐賀大学 熊本学園大学 大分大学 鹿児島大学 長崎大学 福岡教育大学

1位 佐賀大学 ③ ① 2位 鹿児島大学 ④ ②

3位 熊本学園大学 ⑤ 4位 長崎大学 ⑥

6位 大分大学 5位 福岡教育大学

：⑩

：⑪

：⑫

5位・6位決定戦 2部リーグⅠ：3位大学　　VS　　2部リーグⅡ：3位大学

入れ替え戦 2部リーグ5位大学　　VS　　3部リーグ2位大学

2部リーグⅠ：1位 2部リーグⅡ：2位 2部リーグⅠ：2位 2部リーグⅡ：1位

3位・4位決定戦 クライマックスシリーズ　1回戦敗退大学　　　　　　大学　VS　　　　　大学

2部リーグⅠ 2部リーグⅡ

クライマックスシリーズ 優勝：1部リーグ自動昇格

⑨

⑦ ⑧

【女子2部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式】

　6大学制（「2019年度全日本大学対抗テニス王座決定試合九州地区予選2部リーグ、3部リーグ」結果より）

２部リーグ戦における「6大学制」の試合方法について

「6大学制」の試合方法について

①総当たり戦

②1部リーグ（2パート制）後、トーナメント方式：1部リーグ戦及びクライマックスシリーズ方式

③入れ替え戦：2大学方式（自動昇格・降格、及び入れ替え戦）

リーグ戦については6大学を2パートに分ける。なお、前年度1位大学のリーグには、前年度、3位大学、6位大学、前年度2位大学のリーグには、4位大学、6位大学の3

チーム総当たり戦（各大学2試合）を行う。そのリーグにおいて、1位、2位が「クライマックスシリーズ」に進出し、トーナメント方式にて「全国王座出場権」を獲

得する試合を行う。さらに、2部リーグ3位の2大学は、「2部リーグ3位・4位順位決定戦」を行う。以上の対戦により最大4対戦、最小3対戦となる。

クライマックスシリーズ：決勝戦

優勝（2部1位）大学は「1部リーグ自動昇格」及び次年度の「1部リーグ6位」、準優勝大学は、次年度の「2部リーグ2位」及びリーグ戦「第2シード」。

クライマックスシリーズ：1回戦

1回戦、勝者大学（2チーム）は、決勝戦へ進出。1回戦敗退チーム（2大学）は、「2部リーグ3位・4位」決定戦へ。

2部リーグ（Ⅰ、Ⅱ）の3位チームは、「2部リーグ5位・6位」決定戦へ。

入れ替え戦

○2部リーグ5位大学vs3部リーグ2位大学 2部リーグ5位大学：勝利⇒2部リーグ残留（次年度2部リーグ5位） 敗退⇒3部リーグ降格（次年度3部リーグ2位）

3部リーグ2位大学：勝利⇒2部リーグ昇格（次年度2部リーグ5位） 敗退⇒3部リーグ残留（次年度3部リーグ2位）

○2部リーグ6位大学⇒自動降格：次年度3部リーグ1位

3部リーグ1位大学⇒自動昇格：次年度2部リーグ6位

「入れ替え戦」において、

「2部リーグ5位」の大学が勝者の場合は「2部リーグ残留」、「3部リーグ2位」の大学が勝者の場合は「2部リーグ昇格」となる。

また「2部リーグ6位」大学は、自動降格（次年度、3部リーグ1位に）なり、必然的に「3部リーグ1位」は自動昇格（次年度、2部リーグ6位）となる。

但し、2部リーグ5位の大学が3部リーグ2位の大学に敗退した場合の次年度リーグの順位については、2部リーグ5位大学（入れ替え戦敗退大学）は次年度3部

リーグ2位、

3部リーグ2位大学（入れ替え戦勝利大学）は、次年度2部リーグ5位となる。


