
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート 11コート 12コート 13コート 14コート 15コート

10:00 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 MS-7 MS-8 MS-9 MS-10 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15
岩﨑大知 池田晴 江原悠希 岩間喜音 加藤聡太郎 松下遼祐 大黒結也 村木祐斗 上條喜俐斗 渡部元樹 鰐部翔太 岩間悠生 清水賢仁 内山宗祐 伊藤瑛都

(幸田北部中) (石尾台中) (名古屋中) (天白高) (二川中) (はりーあっぷＪｒ) (上野中) (名古屋高) (円上中) (ＫＥＰＰＡＲＥ) (名古屋中) (藤森中) (松原中) (名古屋高) (猪子石Ｊｒ)
井上瑛太 中家謙信 長瀬颯斗 中山凌 徳田颯介 柴山和斗 今村宏行 伊藤大馳 角倉陽太 高井創 花堂里空 田中颯真 西山芹佳 中島侑飛 木下陽生
(名古屋高) (大里東Ｊｒ) (西枇杷島中) (たまひよくらぶ) (ＫＯＫＡＣＡＲＥ) (名古屋中) (三菱重工名古屋) (高蔵寺中) (西尾Ｊｒ) (猪高中) (はりーあっぷＪｒ) (岡崎Ｊｒ) (たまひよくらぶ) (日進Ｊｒ) (長久手Ｊｒ)

10:30 MS-16 MS-17 MS-18 MS-19 MS-20 MS-21 MS-22 MS-23 MS-24 MS-25 MS-26 MS-27 MS-28 MS-29 WS-1
小川翔大 櫻井恒佑 松野凌大 柴田飛宏 稲葉礼虎 市川総一朗 井上夢樹 牧野航大 森本崇嗣 加藤正嘉 中澤隆司 米谷蕾人 浅野晃生 近藤聡哉 馬場心春
(武豊中) (名古屋中) (中部中) (師勝Ｊｒ) (名古屋中) (はりーあっぷＪｒ) (大里東Ｊｒ) (猪高中) (個人登録) (名古屋高) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ) (はりーあっぷＪｒ) (長久手Ｊｒ) (名古屋高) (はりーあっぷＪｒ)

山羽一颯 清水彪梧 近藤克樹 宍戸佑月 間瀬廉太郎 酒井翔基 石丸敦也 中多大貴 田島照久 竹内裕詞 平井賢志 羽鳥健太 三田村壮眞 林勇希 早井翔花
(名古屋高) (松原中) (たまひよくらぶ) (上野中) (守山東中) (名古屋高) (個人登録) (Ｏｈｍｙｇｕｔ) (名古屋中) (ＫＯＫＡＣＡＲＥ) (石尾台中) (日本製鉄) (岡崎Ｊｒ) (大里東Ｊｒ) (猪子石Ｊｒ)

11:00 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6 WS-7 WS-8 WS-9 WS-10 WS-11 WS-12 WS-13 WS-14 WS-15 WS-16
山本樹実 玉井恵莉花 加山華 桑原心 稲原偲乃 松下優那 豊島思歩 中川陽葵 宮田真衣 山田莉瑚 井野彩月花 中本花楓 松本歩里 安江桃香 藤井詩
(Ｗｉｎｗｉｎ) (牧の池中) (大府中) (長久手南中) (大里東Ｊｒ) (はりーあっぷＪｒ) (名古屋スポ少) (日進Ｊｒ) (平和中) (西尾Ｊｒ) (大府北中) (Ｗｉｎｗｉｎ) (田光中) (常滑中) (はりーあっぷＪｒ)

草野佑季 濱地菜穂 ドーリングまり菜 福岡暖菜 稲垣諒子 早川岬希 山本紗希歩 小林若葉 竹内優子 伊藤みなみ 小笠原愛泉 山田栞菜 近藤采奈 宮田奈乃羽 本田結望
(師勝Ｊｒ) (犬山中) (上野中) (半田中) (刈谷高) (南城中) (松原中) (福地中) (ＫＯＫＡＣＡＲＥ) (高蔵寺中) (ＳＧＵＪｒ) (刈谷高) (大府西中) (牧の池中) (師勝Ｊｒ)

11:30 WS-17 WS-18 WS-19 WS-20 WS-21 WS-22 WS-23 WS-24 MS-30 MS-31 MS-32 MS-33 MS-34 MS-35 MS-36
松田彩芭 井上梨海 森下和子 後藤紗和 勅使陽彩 小林柚依 笠原未釉 瀧美沙緒 砂子甲斐斗 福田結都 細川聖矢 三浦壮太 柴田京将
(西尾Ｊｒ) (大里東Ｊｒ) (師勝Ｊｒ) (篠岡中) (Ｗｉｎｗｉｎ) (岡崎Ｊｒ) (大府南中) (名古屋スポ少) (フレスカ) (東部中) (ｃｕｃｋｏｏ愛知) (はりーあっぷＪｒ) (ＳＭＡＧＡＮ)

冨田紗来良 旭有彩 手島あおい 小林紗也 大橋美月 山脇咲星 松島花奈 山崎なつみ 石川剛 長利峰男 田邊智之
(大府北中) (碧南南中) (西尾Ｊｒ) (個人登録) (長久手中) (はりーあっぷＪｒ) (日進Ｊｒ) (刈谷高) (はりーあっぷＪｒ) (佐布里) (豊田合成)

12:00 MS-37 MS-38 MS-39 MS-40 MS-41 MS-42 MS-43 MS-44 MS-45 MS-46 MS-47 MS-48 MS-49 MS-50 MS-51
中田政秀 山本良哉 永野太一 島川靖英 斎藤清正 浅野丈徳 竹内涼 西尾侑起

(ＫＯＫＡＣＡＲＥ) (ＢｕｄＢｕｄ) (佐布里) (ＹＯＳＳＨＥＲ’ＺＯＯ) (ＫＥＰＰＡＲＥ) (尾北高) (ＹＯＳＳＨＥＲ’ＺＯＯ) (岡崎Ｊｒ)
福岡暖大 日比貴博 井口一希 丹羽諒 三ツ石幸太 溝口友雅 世古創麻 樋口浩司

(半田工科高) (大里東Ｊｒ) (個人登録) (Ｏｈｍｙｇｕｔ) (はりーあっぷＪｒ) (天白高) (はりーあっぷＪｒ) (佐布里)

12:30 MS-52 MS-53 MS-54 MS-55 MS-56 MS-57 MS-58 MS-59 MS-60 MS-61 WS-25 WS-26 WS-27 WS-28 WS-29
山口雄平 武田拓也 荒川駿介 川北有祐 仁枝琥多郎 竹内亜美 前田百花
(ＴＡＩＹＵ) (豊田合成) (黄金クラブ) (半田高) (西尾Ｊｒ) (西尾Ｊｒ) (中京大)

三ツ石治 橋本賢治 因藤将夢 鳥居蒼 篠原義久 櫨彪斗 馬場こころ
(横須賀クラブ) (ＦｅａｔｈｅｒＦｌｏｃｋ) (はりーあっぷＪｒ) (デンソーエレクトロニクスＢＣ) (ＮＯＴ－ＳＯＹ) (はりーあっぷＪｒ) (はりーあっぷＪｒ)

13:00 WS-30 WS-31 WS-32 WS-33 WS-34 WS-35 WS-36 WS-37 WS-38 WS-39 WS-40 MS-62 MS-63 MS-64 MS-65
小澤芽依 西村咲良

(はりーあっぷＪｒ) (はりーあっぷＪｒ)

縣明日香 早水咲葵 小林色葉
(はりーあっぷＪｒ) (ＮＯＣＫ) (福地中)

13:30 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 MS-71 MS-72 MS-73 MS-74 MS-75 MS-76 MS-77 WS-41 WS-42 WS-43

14:00 WS-44 WS-45 WS-46 WS-47 WS-48 MS-78 MS-79 MS-80 MS-81 MS-82 MS-83 MS-84 MS-85

14:30 WS-49 WS-50 WS-51 WS-52 MS-86 MS-87 MS-88 MS-89

15:00 WS-53 WS-54 MS-90 MS-91

15:30 WS決勝 MS決勝
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１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート
10:00 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 MD-7 MD-8 MD-9 MD-10

橋本・春見 杉山・鵜野 近藤・和田 佐藤・末吉 奥平・横山 市村・八木 加地・服部 木村・山田 加藤・服部 三島・門脇
(南山高) (西尾Ｊｒ) (天白高) (三菱自動車岡崎) (半田東高) (円上中) (名古屋高) (半田東高) (名古屋中) (ブラザー工業･三菱重工名古屋)

森本・坂元 山田・鈴木 久野・廣瀬 谷・髙野 高井・千葉 栂・曽我部 福岡・野田 早川・金子 下釜・濱口 梶浦・百合草
(名古屋高) (春日井高) (個人登録) (南山高) (ＳＧα･ＲＳＮＯＮＡＫＡ) (春日井高) (呉越同舟･東海学園大) (南山高) (たまひよくらぶ) (半田東高)

10:30 MD-11 MD-12 MD-13 MD-14 MD-15 MD-16 MD-17 MD-18 MD-19 MD-20
北河・戸田 古畑・栁井 谷奥・服部 神之田・神谷 陣内・中川 松本・鈴木 伊藤・田常 長井・加藤 加藤・大土橋 梶田・川口

(大府北中･大府西中) (名古屋高) (長久手高) (ＫＥＰＰＡＲＥ) (天白高) (瑞穂クラブ) (半田東高) (三菱重工名古屋) (半田東高) (春日井高)
末廣・三宅 大山・伊藤 金森・渡邉 石川・廣瀬 木村・北口 湯浅・永縄 安井・平嶋 宇都宮・水野 上田・古谷 阿部・鈴木
(春日井高) (ＬＯＶＥＡＬＬ) (南山高) (名古屋高) (三菱自動車岡崎) (南山高) (愛知県庁･佐布里) (春日井高) (南山高) (たまひよくらぶ･東海シャトルズ)

11:00 MD-21 MD-22 MD-23 MD-24 WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6
石原・田中 河島・安藤 大浦・吉田 竹内・鈴木 林・田中 鵜飼・舩坂 北本・鈴木 上井・森本 井上・小松 小川・野ケ峯
(南山高) (名古屋高) (春日井高) (半田東高) (長久手高) (愛知淑徳高) (愛知淑徳高) (愛知淑徳高) (ＲＨＢＴ･ほちぽち) (松原中)
大岩・近藤 工藤・澁谷 山内・鈴木 北野・本田 松本・水﨑 鶴見・尾崎 市村・鈴田 柴田・神田 棚橋・米倉 柴田・磯村

(ＢｕｄＢｕｄ･＋α) (南山高) (西尾Ｊｒ) (大府南中) (愛知淑徳高) (岡崎Ｊｒ) (大府北中･大府南中) (長久手高) (愛知淑徳高) (愛知淑徳高)
11:30 WD-7 WD-8 MD-25 MD-26 MD-27 MD-28 MD-29 MD-30 MD-31 MD-32

吉行・池畑 浅田・二反田 河合・岡田 北村・寺町
(愛知淑徳高) (大府南中) (ＪｕｍＳｍａ･ＳＯＵＴＨＢＬＵＥ) (春日井高)
廣田・川島 長尾・西川 岡持・村田 野田・二村
(中部中) (長久手高) (ＳＭＡＧＡＮ) (南山高)

12:00 MD-33 MD-34 MD-35 MD-36 MD-37 MD-38 MD-39 MD-40 WD-9 WD-10
渡邊・大村 小林・深谷 牛山・佐々木 井上・及川 中尾・内山 山口・三浦
(東海クラブ) (名古屋高) (ＩＷＡＴＡ．ＢＣ･Ｊｕｎｓｍａ) (ＳＧα) (瀬戸南山中･長久手南中) (長久手高)

12:30 WD-11 WD-12 WD-13 WD-14 WD-15 WD-16 MD-41 MD-42 MD-43 MD-44
青﨑・鷹羽 加藤・鈴木 高須・横山 水野・齋藤 廣瀨・島田 葛谷・皿井
(大府中) (中部中) (長久手高) (長久手南中･守山東中) (個人登録) (愛知淑徳高)

13:00 MD-45 MD-46 MD-47 MD-48 WD-17 WD-18 WD-19 WD-20

13:30 MD-49 MD-50 MD-51 MD-52 WD-21 WD-22

14:00 MD-53 MD-54 WD決勝

14:30 MD決勝
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