
6コート 7コート 8コート 9コート 10コート 5コート 4コート 3コート
09:40 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6

勅使陽彩 山本樹実 金岡真椰 清水萌々香 蔡せん 二反田稟花
(東部中) (南城中) (松原中) (東山中) (はりーあっぷＪｒ) (大府南中)
水野薫子 笠原未釉 古舘美空 桑原心 宮田奈乃羽 高岡亜優
(高針台中) (大府南中) (大府北中) (長久手南中) (牧の池中) (春木中)

10:00 WS-7 WS-8 WS-9 WS-10 WS-11 WS-12
松久保ひかり 馬場心春 清水明 齋藤比佳莉 松下優那 早井翔花
(天神山中) (はりーあっぷＪｒ) (西尾Ｊｒ) (守山東) (神の倉中) (猪高中)
安江桃香 水野有梨 井野彩月花 中本花楓 浅田志歩 河村杏珠
(常滑中) (長久手南中) (大府北中) (知多中) (大府南中) (天神山中)

10:20 WS-13 WS-14 WS-15 WS-16 WS-17 WS-18
渡邊佳蓮 高田万智 山田莉瑚 井上梨海 宮﨑結舞 山脇咲星
(大里東Ｊｒ) (石ヶ瀬スポ少) (美川中) (大里東中) (名経大市邨中) (はりーあっぷＪｒ)

中尾心晴 中川陽葵 早川岬希 鈴田こころ 奥山結月 内山莉緒
(瀬戸市立南山中) (日進東中) (南城中) (大府南中) (大府北中) (長久手南中)

10:40 WS-19 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5
加藤杏 日比野佑哉 伊藤瑛都 加藤煌大 清水彪梧 松野凌大
(神沢中) (大里東Ｊｒ) (猪高中) (大府北中) (松原中) (春日井市立中部中)

中村実央 小川翔大 稲垣遥翔 星野僚志 岩﨑大知 池田凪
(松原中) (武豊中) (ウィスタリアＪｒ) (ＳＵＮＧＲＥＥＮ豊橋ＢＣ) (幸田北部中) (高針台中)

11:00 MS-6 MS-7 MS-8 MS-9 MS-10
福田結都 世古創麻 三田村壮眞 平井賢志 松下遼祐
(東部中) (はりーあっぷＪｒ) (矢作北中) (立石尾台中) (はりーあっぷＪｒ)

髙瀬煌平 牧野航大 大矢琉生 加藤聡太郎 中島侑飛
(大府北中) (猪高中) (大府北中) (二川中) (扇台中)

11:20 WS-20 WS-21 WS-22 WS-23 WS-24 WS-25 WS-26 WS-27
松本紗季 近藤采奈 樫尾雫玖 門川季
(富士松中) (大府西中) (大里東Ｊｒ) (名経大市邨中)

熊谷南虹 藤井詩 加山華
(名経大市邨中) (大高中) (大府中)

11:40 WS-28 WS-29 WS-30 WS-31 WS-32 WS-33 WS-34 WS-35
田村優衣 冨田紗来良 河村珠莉奈

(名経大市邨中) (大府北中) (大里東Ｊｒ)
縣明日香 蟹江咲月 馬場こころ
(津賀田中) (名経大市邨中) (有松中)

12:00 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15 MS-16 MS-17 MS-18
渡邊楓雅 柴田飛宏 西牟田剛宇 角倉陽太 花堂里空 尾形亮輔

(名経大市邨中) (豊正中) (名経大市邨中) (西尾東部中) (はりーあっぷＪｒ) (南城中)
松山和冬 彦田煌 山本翔大 田中颯真 因藤将夢
(東浦中) (西尾Ｊｒ) (名経大市邨中) (福岡中) (大府北中)

12:20 MS-19 MS-20 MS-21 MS-22 MS-23 MS-24 MS-25 MS-26
伊藤大馳 清水碧 鈴木翔 山本櫂利 江﨑大晟
(高蔵寺中) (西尾Ｊｒ) (鶴城中) (名経大市邨中) (名経大市邨中)

戸田煌 深田朔玖 澤木悠羽 三浦壮太 仁枝琥多郎 日比貴博
(名経大市邨中) (石尾台中) (名経大市邨中) (東浦町立北部中) (福地中) (大里中)

12:40 WS-36 WS-37 WS-38 WS-39 WS-40 WS-41 WS-42 WS-43

13:00 MS-27 MS-28 MS-29 MS-30 MS-31 MS-32 MS-33 MS-34

13:30 WS-44 WS-45 WS-46 WS-47 MS-35 MS-36 MS-37 MS-38

14:00 WS-48 WS-49 MS-39 MS-40

14:30 WS-決勝 W3決 MS-決勝 M3決

15:00 W2決 M2決
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