
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
09:00 MSA-1 MSA-2 WSA-1 WSA-2 WSA-3 MSB-1 MSB-2 WSB-1 WSB-2 WSB-3

近藤颯海 岩田大輝 松本結愛菜 奥山結月 北村心 崎原悠雅 奥叶夢 長瀬絢音 鴫島紅音 伊藤杏美
(蒲郡市立形原中) (東海中) (阿久比中) (大府北中) (春日井市立中部中) (港北中) (阿久比中) (愛知淑徳中) (春日井市立中部中) (名古屋市立高針台中)

清水彪梧 大矢琉生 八木莉咲 坂上楓 久野心咲 髙井心暖 竹田悟 夏目結衣 田淵妃咲 野村唯衣
(松原中) (大府北中) (名古屋スポ少) (横須賀中) (名古屋スポ少) (阿久比中) (春日井市立南城中) (半田中) (港北中) (春日井市立中部中)

09:15 MSA-3 MSA-4 WSA-4 WSA-5 WSA-6 MSB-3 MSB-4 WSB-4 WSB-5 WSB-6
間瀨廉太郎 高井創 熊谷有希 水野聖菜 柴田依蕗 川嶋聡太 久田晴葵 澤田佳鈴 梅木眞綾 森結菜
(守山東中) (名古屋市立猪高中) (東部中) (半田中) (師勝Ｊｒ) (名古屋市立高針台中) (師勝Ｊｒ) (阿久比中) (春日井市立中部中) (港北中)
木村翔 小田琥太郎 松久保ひかり 鶴見璃夏 西尾琉伽 牧野航大 池田凪 村井汐織 安藤穂香 山口純怜

(名古屋スポ少) (阿久比中) (大里東Ｊｒ) (岡崎Ｊｒ) (阿久比中) (名古屋市立猪高中) (名古屋市立高針台中) (愛知淑徳中) (春日井市立南城中) (春日井市立中部中)

09:30 MSA-5 MSA-6 WSA-7 WSA-8 WSA-9 MSB-5 MSB-6 WSB-7 WSB-8 WSB-9
北川颯人 松野凌大 森下芽衣 井野彩月花 森下和子 河野秀飛 石原稜夏 奥山亜結 白川莉奈 石山千嵯
(ウィスタリアＪｒ) (春日井市立中部中) (福江中) (大府北中) (師勝Ｊｒ) (阿久比中) (春日井市立南城中) (春日井市立南城中) (港北中) (春日井市立中部中)

木下陽生 堀凌一朗 米田悠花 増田美海 山田莉瑚 神谷陸斗 澤田幸矢 北澤愛梨 三橋もも
(長久手Ｊｒ) (東海中) (豊橋市立本郷中) (春日井市立南城中) (美川中) (瀬戸市立水野中) (阿久比中) (春日井市立中部中) (横須賀中)

09:45 MSA-7 MSA-8 WSA-10 WSA-11 WSA-12 MSB-7 MSB-8 WSB-10 WSB-11 WSB-12
鈴木洋翔 筒井祐翔 佐竹結衣 大木羽奈 齋藤比佳莉 石川凌空 黒田大智 小池絆暖 豊田瑠海 伴春希
(安城Ｊｒ) (豊川東部中) (大里東Ｊｒ) (名古屋スポ少) (守山東中) (半田中) (阿久比中) (名古屋市立高針台中) (豊橋南稜) (愛知淑徳中)

中島侑飛 鈴木芳知 勝崎真由 佐々木杏遙 高岡亜優 太田琉希也 宇野真義 近藤うた 吉竹章乃 早井翔花
(日進Ｊｒ) (安城Ｊｒ) (知多中) (横須賀中) (日進Ｊｒ) (阿久比中) (春日井市立南城中) (愛知淑徳中) (阿久比中) (名古屋市立猪高中)

10:00 MSA-9 MSA-10 WSA-13 WSA-14 WSA-15 MSB-9 MSB-10 WSB-13 WSB-14 WSB-15
浅野晃生 高間康生 瀧美沙緒 松村美璃 浦越栞奈 鬼頭莉玖 吉澤玲 梅村仁菜 長野葵 山田環奈
(長久手Ｊｒ) (名古屋スポ少) (名古屋スポ少) (阿久比中) (豊橋市立本郷中) (名古屋市立高針台中) (春日井市立東部中) (春日井市立中部中) (春日井市立中部中) (岡崎Ｊｒ)
岩﨑大知 丸山遥輝 清水萌々香 濵江優菜 芦田優月 青木大和 池田琉斗 三井さくら 吉岡萌
(ハシルトン) (蒲郡市立形原中) (安城東山中) (春日井市立南城中) (日進Ｊｒ) (阿久比中) (阿久比中) (半田中) (名古屋市立高針台中)

10:15 MSA-11 MSA-12 WSA-16 WSA-17 WSA-18 MSB-11 MSB-12 WSB-16 WSB-17 WSB-18
小林直央 渡辺宏祐 森すずの ドーリングまり菜 草野佑季 滝川誠佳 中塚翔 松尾紗英 岡田理央 近藤紗羽
(東海中) (東海中) (名古屋スポ少) (上野中) (師勝Ｊｒ) (港北中) (日進Ｊｒ) (春日井市立南城中) (愛知淑徳中) (阿久比中)
山下将徳 堀川潤 山田優芽 板谷想奈 中本花楓 安藤迅之介 于彦心 山田琴子 吉永祥菜 加藤杏
(蒲郡ドロップス) (名古屋スポ少) (Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ．) (大府北中) (知多中) (春日井市立南城中) (円上中) (名古屋市立高針台中) (春日井市立中部中) (日進Ｊｒ)

10:30 MSA-13 MSA-14 WSA-19 WSA-20 WSA-21 MSB-13 MSB-14 WSB-19 WSB-20 WSB-21
清水賢仁 伊藤瑛都 玉井恵莉花 平野花実 尾﨑一華 成瀬虎河 田畠遥希 藤原初帆 石塚彩七 鈴木日奈子
(松原中) (名古屋市立猪高中) (牧の池中) (名古屋スポ少) (岡崎Ｊｒ) (春日井市立南城中) (阿久比中) (半田中) (港北中) (愛知淑徳中)

若山聖 加藤煌大 青木愛花 平野希実 安江桃香 青木飛龍 青木恭瑛 木戸結彩 萩原花音 近藤咲希
(安城Ｊｒ) (大府北中) (阿久比中) (東部中) (常滑中) (阿久比中) (阿久比中) (ウィスタリアＪｒ) (春日井市立中部中) (常滑市立鬼崎中)

10:45 MSA-15 WSA-22 WSA-23 WSA-24 MSB-15 MSB-16 WSB-22 WSB-23 WSB-24
岩井蒼空 桑原悠 加藤日和 山本星華 竹田格 赤塚遼 水野薫子 前川颯希
(犬山ドリームズ) (阿久比中) (犬山ドリームズ) (阿久比中) (春日井市立南城中) (春日井市立南城中) (名古屋市立高針台中) (春日井市立中部中)

中村慎吾 品川沙恵子 勅使陽彩 本田結望 青木瑠之介 緒方優笑 板木茜 間瀬碧依
(横須賀中) (横須賀中) (春日井市東部中) (師勝Ｊｒ) (阿久比中) (阿久比中) (阿久比中) (半田中)

11:00 MSA-16 MSA-17 WSA-25 WSA-26 MSB-17 MSB-18 WSB-25 WSB-26 WSB-27
三浦壮太 牧村勇紀 榊原凛音 竹内結菜 川野大翔 齊藤大河 今枝八千代 飯野天音 堀田菜々花

(はりーあっぷＪｒ) (武豊中) (半田中) (阿久比中) (阿久比中) (阿久比中) (名古屋市立高針台中) (愛知淑徳中) (港北中)
鈴川勝太郎 早川岬希 池原凜奈 池原凜輝 前田大翔 林梨緒菜 小沼千穂里 川上歩果
(藤岡中) (春日井市立南城中) (横須賀中) (横須賀中) (名古屋市立高針台中) (春日井市立中部中) (豊川中部中) (春日井市立中部中)

11:15 MSA-18 MSA-19 WSA-27 WSA-28 WSA-29 MSB-19 MSB-20 WSB-28 WSB-29 WSB-30
柴田飛宏 藤井詩 桐部由衣 牧村友紀奈 澤田皐乃介 神谷爽太 田口楓花 宮田ほのか
(師勝Ｊｒ) (はりーあっぷＪｒ) (章南中) (武豊中) (阿久比中) (瀬戸市立水野中) (阿久比中) (愛知淑徳中)

鈴木碧馬 山田紗永 青柳僚汰 池内奏太 浦野華香 荻野沙那 遠藤綾
(福江中) (阿久比中) (港北中) (阿久比中) (平洲中) (名古屋市立高針台中) (半田中)

11:30 MSA-20 MSA-21 WSA-30 WSA-31 WSA-32 MSB-21 MSB-22 WSB-31 WSB-32 WSB-33
松山和冬 伊藤みなみ 遠藤隆晟 藤原知路 渡邊陽和 三浦一花 寺西叶恋
(東浦中) (春日井市立高蔵寺中) (尾張旭市立西中) (半田中) (春日井市立南城中) (春日井市立中部中) (名古屋市立高針台中)

村上大葵 中川陽葵 白澤実花 板倉勇矢 中村未來 永野未桜 跡治せら 坂井里奈
(名古屋スポ少) (日進Ｊｒ) (春日井市立南城中) (春日井市立南城中) (阿久比中) (半田中) (阿久比中) (愛知淑徳中)

11:45 MSA-22 MSA-23 WSA-33 WSA-34 WSA-35 MSB-23 MSB-24 WSB-34 WSB-35 WSB-36
成瀬浬 中川璃音 西村咲良 澁谷賢人 松村斗馬 築山椎菜 稲村美空 福元瑠夏

(大里東Ｊｒ) (名古屋市立高針台中) (はりーあっぷＪｒ) (名古屋市立高針台中) (港北中) (港北中) (大里東Ｊｒ) (阿久比中)
田中颯真 水野有梨 和田凰希 栗本涼介 野口遥香 小川千帆 大庭ことは
(岡崎Ｊｒ) (長久手南中) (阿久比中) (春日井市立南城中) (春日井市立中部中) (春日井市立中部中) (愛知淑徳中)

12:00 MSA-24 MSA-25 WSA-36 WSA-37 WSA-38 MSB-25 MSB-26 WSB-37 WSB-38
仁枝琥多郎 森﨑穂花 豊島思歩 峯岡真一 林晟生 北村美咲
(西尾Ｊｒ) (阿久比中) (名古屋スポ少) (円上中) (春日井市立南城中) (半田中)

德田太平 宮本紗季 山本樹実 米塚渉真 坂崎主磨 倉光菜々歌 佐々木瑠里子

(大府北中) (Ｔ－ＪｕｍｐＪｒ．) (南城中) (阿久比中) (春日井市立東部中) (名古屋市立高針台中) (愛知淑徳中)

12:15 MSA-26 MSA-27 WSA-39 WSA-40 WSA-41 MSB-27 MSB-28 WSB-39 WSB-40 WSB-41
三田村壮眞 松本歩里 平手娃來 鬼頭佑斗 斎藤凰芽
(岡崎Ｊｒ) (ハシルトン) (犬山ドリームズ) (名古屋市立高針台中) (春日井市立南城中)

松浦玲偉 山本紗希歩 宮田奈乃羽 羽原和志 榊原颯太
(富木島中) (松原中) (牧の池中) (阿久比中) (阿久比中)
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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
12:30 MSA-28 MSA-29 WSA-42 WSA-43 WSA-44 MSB-29 MSB-30 WSB-42 WSB-43 WSB-44

片山結太 松下優那 白居杏梨 小島徹平
(ｄｒａｇｏｎｆｌｙ) (はりーあっぷＪｒ) (ＴＯＹＯＫＡＷＡＪｒ) (春日井市立南城中)

岩間悠生 旭有彩 金岡摩耶
(藤森中) (碧南南中) (松原中)

12:45 MSA-30 MSA-31 WSA-45 WSA-46 WSA-47 MSB-31 MSB-32 WSB-45 WSB-46 WSB-47
足立拓瞳 松田彩芭 内山莉緒
(日進Ｊｒ) (西尾市立西尾中) (長久手南中)

池田晴 中尾心晴
(石尾台中) (瀬戸市立南山中)

13:00 MSA-32 MSA-33 WSA-48 WSA-49 WSA-50 MSB-33 MSB-34 WSB-48 WSB-49 WSB-50
清水凜音
(名古屋スポ少)

福岡暖菜 山來愛紗 後藤紗和
(半田中) (守山中) (篠岡中)

13:15 MSA-34 MSA-35 WSA-51 WSA-52 WSA-53 MSB-35 MSB-36 WSB-51 WSB-52 WSB-53
河村杏珠 中田実沙
(大里東Ｊｒ) (大府北中)

初野桃香 服部舜ノ介
(ウィスタリアＪｒ) (半田中)

13:30 MSA-36 MSA-37 WSA-54 WSA-55 WSA-56 MSB-37 MSB-38 WSB-54
松島花奈 荒川悠太
(日進Ｊｒ) (名古屋市立高針台中)

桑原心 松永留奈
(長久手南中) (名古屋スポ少)

13:45 MSA-38 MSA-39 WSA-57 WSA-58 MSB-39 MSB-40 WSB-55 WSB-56 WSB-57
鈴木柚羽
(章南中)
荒木郁乃 大橋美月
(ＫＯＺＯＴＴＥ) (長久手市立長久手中)

14:00 MSA-40 WSA-59 WSA-60 WSA-61 WSA-62 MSB-41 MSB-42 WSB-58 WSB-59 WSB-60

14:15 MSA-41 WSA-63 WSA-64 WSA-65 WSA-66 MSB-43 MSB-44 WSB-61 WSB-62

大西脩斗
(阿久比中)

14:30 MSA-42 WSA-67 WSA-68 WSA-69 WSA-70 MSB-45 MSB-46 MSB-47 WSB-63 WSB-64

14:45 MSA-43 WSA-71 WSA-72 WSA-73 WSA-74 MSB-48 MSB-49 MSB-50 WSB-66 WSB-65

15:00 MSA-44 WSA-75 WSA-76 WSA-77 WSA-78 MSB-51 MSB-52 MSB-53 WSB-67 WSB-68

15:15 MSA-45 WSA-79 WSA-80 WSA-81 WSA-82 MSB-54 MSB-55 MSB-56 WSB-決勝

15:30 MSA-決勝 WSA-83 WSA-84 WSA-85 WSA-86 MSB-57 MSB-58

15:45 WSA-87 WSA-88 MSB-決勝

14:00 WSA-決勝


