
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

初回審判 春日井高校 名経大市邨高校 トヨタ自動車 星城高校 豊田自動織機 東海興業 岡崎城西高校 ジェイテクト はりーあっぷJr 豊田通商

09:30 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 MS-7 MS-8 MS-9 MS-10
若林由亮 黒津貫太 曽我部奏汰 峰将大 鈴木春仁 梶田虎太郎 竹内裕詞 岩下虎太郎 柴田飛宏 栂晶翔
(トヨタ自動車) (トヨタ自動車) (春日井高) (豊田通商) (春日井高) (春日井高) (KOKACARE) (春日井高) (師勝Ｊｒ) (春日井高)

櫨彪斗 横井雄太 近藤輝 金井琉星 窪田侑生 篠原大樹 森田康介 松本祐介 村瀬康之介 海老原将人

(大府南中) (名経大市邨高) (はりーあっぷ) (星城高) (豊田自動織機) (日本製鉄名古屋) (名経大市邨高) (豊田通商) (豊田通商) (ＮＯＴ－ＳＯＹ)

10:00 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15 MS-16 MS-17 MS-18 MS-19 MS-20
三ツ石幸太 福岡暖大 松村純哉 小川弘貴 福本尚太 阿部真彦 木村和寛 浮田透心 加藤俊弘 末松功大
(はりーあっぷＪｒ) (半田工科高) (豊田自動織機) (春日井高) (豊田自動織機) (たまひよくらぶ) (佐布里) (名経大市邨高) (豊田自動織機) (ＲＳＮＯＮＡＫＡ)

樋渡元志 近藤拓未 西脇峻吾 徳田颯介 川北有祐 馬場快成 藤井七樹 西尾侑起 吉田翔一 三浦壮太
(KOKACARE) (大同特殊鋼) (春日井高) (KOKACARE) (愛知県立半田高等学校) (名経大市邨高) (春日井高) (岡崎Ｊｒ) (春日井高) (はりーあっぷＪｒ)

10:30 MS-21 MS-22 MS-23 MS-24 MS-25 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5
北村有翔 寺西情 大浦翼 神谷一志 奈須友紀 海老澤花 岡本芽 坂奏花 青木香澄 巻口実可
(春日井高) (名経大市邨高) (春日井高) (KOKACARE) (春日井高) (東海興業) (師勝Ｊｒ) (名経大市邨高) (星城高) (はりーあっぷ)

河辺颯真 野名拓也 大羽航正 因藤将夢 横道泉斗 冨田紗来良 近松柚音 藤井心町 犬飼萌々香 西村咲良
(トヨタ自動車) (東海郵政) (トヨタ自動車) (大府北中) (星城高) (大府北中) (名経大市邨高) (岡崎城西高) (トヨタ自動車) (はりーあっぷＪｒ)

11:00 WS-6 WS-7 WS-8 WS-9 WS-10 WS-11 WS-12 WS-13 WS-14 WS-15
大矢杏紗 岡本萌 加山華 河辺美颯 北原千凡 松本紗季 山田彩空 肥田木あかり 清田乃愛 縣明日香
(名経大市邨高) (岡崎城西高) (大府中) (名経大市邨高) (トヨタ自動車) (はりーあっぷＪｒ) (岡崎城西高) (東海興業) (名経大市邨高) (はりーあっぷＪｒ)

伊藤衣里 前田流音 辻田真希 竹内優子 葭田こころ 清水莉子 岩野真睦 唐欣宇 髙野葵姫 坂咲花
(岡崎城西高) (名経大市邨高) (豊田通商) (KOKACARE) (星城高) (名経大市邨高) (東海興業) (星城高) (岡崎城西高) (名経大市邨高)

11:30 WS-16 WS-17 WS-18 WS-19 WS-20 WS-21 WS-22 WS-23 WS-24 WS-25
廣瀨結 蘭沙也可 山内麻由郁 松元碧彩 小林柚依 尾形珠季 齋藤天咲媛 松久保芽衣 中上未来 鈴木いよ乃

(同朋高) (豊田通商) (岡崎城西高) (星城高) (岡崎Ｊｒ) (名経大市邨高) (星城高) (岡崎城西高) (名経大市邨高) (豊田通商)

吉田菜那 山本優樹 藤井詩 山本樹実 小笠原侑花 浅田志歩 小澤芽依 松下優那 関矢芽紅 安江桃香
(豊田通商) (名経大市邨高) (はりーあっぷＪｒ) (南城中) (岡崎城西高) (大府南中) (大府北中) (はりーあっぷＪｒ) (東海興業) (常滑中)

12:00 WS-26 WS-27 WS-28 WS-29 WS-30 WS-31 WS-32 MS-26 MS-27 MS-28
山田久遠 向井温菜 二反田奈花 木山凛流 簗瀬りさ 馬場こころ 松浦希歩 野田悠斗 永野太一 戸内佑亮
(名経大市邨高) (名経大市邨高) (岡崎城西高) (トヨタ自動車) (星城高) (はりーあっぷＪｒ) (名経大市邨高) (ジェイテクト) (佐布里) (豊田通商)

永平美月 高橋沙和 中山うらら 加藤杏里紗 岸田なつみ 髙木星邑 峰郁美 石野尊拡
(岡崎城西高) (星城高) (東海興業) (名経大市邨高) (豊田合成) (岡崎城西高) (はりーあっぷ) (豊田自動織機)

12:30 MS-29 MS-30 MS-31 MS-32 MS-33 MS-34 MS-35 MS-36 MS-37 MS-38
冨田万南斗 寺井彪真 松本アキラ 安藤心一 成田大誠 北里元輝
(名経大市邨高) (トヨタ自動車) (東海興業) (豊田合成) (トヨタ自動車) (豊田通商)

長峰善 相澤桃李 曽根雄太 近藤海裕 大関修平
(東海興業) (ジェイテクト) (大同特殊鋼) (名経大市邨高) (大同特殊鋼)

13:00 MS-39 MS-40 MS-41 MS-42 MS-43 MS-44 MS-45 MS-46 MS-47 MS-48
谷口諒真 藤原圭祐 原井大虎 山脇弘奨 森田慎司 村本竜馬
(トヨタ自動車) (ジェイテクト) (トヨタ自動車) (はりーあっぷＪｒ) (大同特殊鋼) (ジェイテクト)

大滝聖矢 毛利健太郎 田中佑貴 城川真輝 清水智彦 三宅将平 宮城恒太郎

(東海興業) (名経大市邨高) (ジェイテクト) (東海興業) (豊田通商) (豊田通商) (トヨタ自動車)

13:30 MS-49 MS-50 MS-51 MS-52 MS-53 MS-54 MS-55 MS-56 MS-57 WS-33
海老澤年幾 江越恵伍 川野稜太 川原聡麿 中口竜郎
(トヨタ自動車) (豊田通商) (大同特殊鋼) (豊田通商) (はりーあっぷ)

稲光勇太 永森一輝 松村健太 松村拓海 鈴川拓実 西野勝志
(日本製鉄名古屋) (名経大市邨高) (ジェイテクト) (豊田自動織機) (名経大市邨高) (東海興業)

14:00 WS-34 WS-35 WS-36 WS-37 WS-38 WS-39 WS-40 WS-41 WS-42 WS-43

14:30 WS-44 WS-45 WS-46 WS-47 WS-48 MS-58 MS-59 MS-60 MS-61 MS-62

15:00 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 MS-67 MS-68 MS-69 MS-70 MS-71 MS-72

15:30 MS-73 WS-49 WS-50 WS-51 WS-52 WS-53 WS-54 WS-55 WS-56 MS-74

16:00 MS-75 MS-76 MS-77 MS-78 MS-79 MS-80 MS-81
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