
 8:45
 9:00
 9:15
 9:25

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-A-1 MD-A-2 MD-B-1 MD-B-2 MD-C-1 WD-A-1 WD-B-1 WD-B-2 WD-C-1 WD-C-2

志村・渡邉 義盛・鈴木 戸田・北野 森・山下 中野・奥村 山下・小林 海瀬・山本 中島・南條 深田・村松 坂下・淺井
(静岡) (岐阜) (愛知) (三重) (三重) (岐阜) (三重) (静岡) (静岡) (三重)

坂口・橋本 神谷・林 齋藤・三島 小澤・山口 池田・篠原 山﨑・鈴木 宮本・米田 松田・鈴木 清水・中島 山本・末吉
(三重) (愛知) (岐阜) (静岡) (静岡) (静岡) (愛知) (岐阜) (岐阜) (愛知)

10:20 MD-C-2 MD-D-1 MD-E-1 MD-E-2 MD-F-1 WD-D-1 WD-D-2 WD-E-1 WD-E-2 WD-F-1
鈴木・仁枝 石原・後藤 中北・谷本 澤木・江﨑 淺野・遠藤 浅田・二反田 川瀬・淺野 武藏・廣野 奥村・藤井 加山・冨田
(愛知) (岐阜) (三重) (愛知) (岐阜) (愛知) (岐阜) (静岡) (三重) (愛知)

三輪・岩井 加藤・海老原 太田・牧野 都竹・川島 秋山・河北 大石・保井 小柳出・菊池 森・菅原 河村・松久保 吉澤・佐藤
(岐阜) (愛知) (静岡) (岐阜) (三重) (三重) (静岡) (岐阜) (愛知) (静岡)

10:40 MD-F-2 MD-G-1 MD-G-2 MD-H-1 MD-H-2 WD-F-2 WD-G-1 WD-G-2 WD-H-1 WD-H-2
齊藤・佐野 興津・白井 松山・中村 浅野・木下 池山・立井 中山・大迫 竹島・鈴木 縣・藤井 福西・谷田 森本・鈴木
(静岡) (静岡) (岐阜) (愛知) (三重) (岐阜) (岐阜) (愛知) (三重) (静岡)

小田・小田 大矢・德田 川上・水流 三摩・水野 白鳥・内野 小倉・塚田 米澤・壁村 望月・山口 中尾・内山 秋田・松下
(愛知) (愛知) (三重) (岐阜) (静岡) (三重) (三重) (静岡) (愛知) (岐阜)

11:00 MD-A-3 MD-A-4 MD-B-3 MD-B-4 MD-C-3 WD-A-4 WD-B-3 WD-B-4 WD-C-3 WD-C-4
志村・渡邉 義盛・鈴木 戸田・北野 森・山下 中野・奥村 蟹江・門川 海瀬・山本 中島・南條 深田・村松 坂下・淺井
(静岡) (岐阜) (愛知) (三重) (三重) (愛知) (三重) (静岡) (静岡) (三重)
神谷・林 坂口・橋本 小澤・山口 齋藤・三島 三輪・岩井 山﨑・鈴木 松田・鈴木 宮本・米田 山本・末吉 清水・中島
(愛知) (三重) (静岡) (岐阜) (岐阜) (静岡) (岐阜) (愛知) (愛知) (岐阜)

11:20 MD-C-4 MD-D-4 MD-E-3 MD-E-4 MD-F-3 WD-D-3 WD-D-4 WD-E-3 WD-E-4 WD-F-3
鈴木・仁枝 勝又・柘植 中北・谷本 澤木・江﨑 淺野・遠藤 浅田・二反田 川瀬・淺野 武藏・廣野 奥村・藤井 加山・冨田
(愛知) (静岡) (三重) (愛知) (岐阜) (愛知) (岐阜) (静岡) (三重) (愛知)

池田・篠原 加藤・海老原 都竹・川島 太田・牧野 小田・小田 小柳出・菊池 大石・保井 河村・松久保 森・菅原 小倉・塚田
(静岡) (愛知) (岐阜) (静岡) (愛知) (静岡) (三重) (愛知) (岐阜) (三重)

11:40 MD-F-4 MD-G-3 MD-G-4 MD-H-3 MD-H-4 WD-F-4 WD-G-3 WD-G-4 WD-H-3 WD-H-4
齊藤・佐野 興津・白井 松山・中村 浅野・木下 池山・立井 中山・大迫 竹島・鈴木 縣・藤井 福西・谷田 森本・鈴木
(静岡) (静岡) (岐阜) (愛知) (三重) (岐阜) (岐阜) (愛知) (三重) (静岡)

秋山・河北 川上・水流 大矢・德田 白鳥・内野 三摩・水野 吉澤・佐藤 望月・山口 米澤・壁村 秋田・松下 中尾・内山
(三重) (三重) (愛知) (静岡) (岐阜) (静岡) (静岡) (三重) (岐阜) (愛知)

12:00 MD-A-5 MD-A-6 MD-B-5 MD-B-6 MD-C-5 WD-A-6 WD-B-5 WD-B-6 WD-C-5 WD-C-6
坂口・橋本 義盛・鈴木 齋藤・三島 森・山下 池田・篠原 蟹江・門川 宮本・米田 中島・南條 清水・中島 坂下・淺井
(三重) (岐阜) (岐阜) (三重) (静岡) (愛知) (愛知) (静岡) (岐阜) (三重)
神谷・林 志村・渡邉 小澤・山口 戸田・北野 三輪・岩井 山下・小林 松田・鈴木 海瀬・山本 山本・末吉 深田・村松
(愛知) (静岡) (静岡) (愛知) (岐阜) (岐阜) (岐阜) (三重) (愛知) (静岡)

12:20 MD-C-6 MD-D-6 MD-E-5 MD-E-6 MD-F-5 WD-D-5 WD-D-6 WD-E-5 WD-E-6 WD-F-5
鈴木・仁枝 勝又・柘植 太田・牧野 澤木・江﨑 秋山・河北 大石・保井 川瀬・淺野 森・菅原 奥村・藤井 吉澤・佐藤
(愛知) (静岡) (静岡) (愛知) (三重) (三重) (岐阜) (岐阜) (三重) (静岡)

中野・奥村 石原・後藤 都竹・川島 中北・谷本 小田・小田 小柳出・菊池 浅田・二反田 河村・松久保 武藏・廣野 小倉・塚田
(三重) (岐阜) (岐阜) (三重) (愛知) (静岡) (愛知) (愛知) (静岡) (三重)

12:40 MD-F-6 MD-G-5 MD-G-6 MD-H-5 MD-H-6 WD-F-6 WD-G-5 WD-G-6 WD-H-5 WD-H-6
齊藤・佐野 大矢・德田 松山・中村 三摩・水野 池山・立井 中山・大迫 米澤・壁村 縣・藤井 中尾・内山 森本・鈴木
(静岡) (愛知) (岐阜) (岐阜) (三重) (岐阜) (三重) (愛知) (愛知) (静岡)

淺野・遠藤 川上・水流 興津・白井 白鳥・内野 浅野・木下 加山・冨田 望月・山口 竹島・鈴木 秋田・松下 福西・谷田
(岐阜) (三重) (静岡) (静岡) (愛知) (愛知) (静岡) (岐阜) (岐阜) (三重)

14:00 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5

14:30 MD-6 MD-7 MD-8 WD-6 WD-7 WD-8

15:00 MD-9 MD-10 MD-11 MD-12 WD-9 WD-10 WD-11 WD-12

15:30 MD-13 MD-14 WD-13 WD-14

16:00 MD決勝 MD三決 WD決勝 WD三決

※男子1～5コート、女子6～10コートの流し込みで行います

第1回東海ジュニアオープンバドミントン選手権大会タイムテーブル　12/24　複
役員入場
選手入場
開会式
練習　7分交代4回転　岐阜→三重→静岡→愛知



 8:45
 9:00
 9:15
 9:25

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
 9:40 MS-A-1 MS-A-2 MS-B-1 MS-B-2 MS-C-1 WS-A-1 WS-A-2 WS-B-1 WS-B-2 WS-C-1

角倉陽太 勝又悠翔 奥村簾樹 鈴木脩真 中村倫大 河原結衣 松本紗季 福西陽奈乃 竹島みさと 鈴木菜々心

(愛知) (静岡) (三重) (岐阜) (岐阜) (静岡) (愛知) (三重) (岐阜) (岐阜)
松山芽生 山下晃輝 大角菖馬 日比貴博 山本櫂利 川瀬陽菜乃 林碧音 井上梨海 樋口希花 山崎咲七
(岐阜) (三重) (静岡) (愛知) (愛知) (岐阜) (三重) (愛知) (静岡) (静岡)

10:00 MS-C-2 MS-D-1 MS-D-2 MS-E-1 MS-E-2 WS-C-2 WS-D-1 WS-D-2 WS-E-1 WS-E-2
立井悠斗 青島士恩 渡邊楓雅 石原颯馬 池山橙希 鎌田虹花 田村優衣 天野祐希 中山舞悠香 奥村紗羽
(三重) (静岡) (愛知) (岐阜) (三重) (三重) (愛知) (静岡) (岐阜) (三重)
山本宙 森積喜 遠藤大智 伊藤大馳 イワムラ春希 山田莉瑚 坂下和奏 森日菜乃 良知さあや 近藤采奈
(静岡) (三重) (岐阜) (愛知) (静岡) (愛知) (三重) (岐阜) (静岡) (愛知)

10:20 MS-F-1 MS-F-2 MS-G-1 MS-G-2 MS-H-1 WS-F-1 WS-F-2 WS-G-1 WS-G-2 WS-H-1
中野開仁 山脇弘奨 因藤将夢 柘植太壱 坂口慶 熊谷南虹 村井怜未 長谷川翼咲 馬場こころ 米澤萌衣
(静岡) (愛知) (愛知) (静岡) (三重) (愛知) (静岡) (静岡) (愛知) (三重)

後藤悠真 佐藤敬仁 木下響介 淺野巧也 越前俊希 小林己桃 藤井栞 谷田楓華 大迫のえ 宮﨑結舞
(岐阜) (三重) (三重) (岐阜) (静岡) (岐阜) (三重) (三重) (岐阜) (愛知)

10:40 MS-H-2 MS-A-3 MS-A-4 MS-B-3 MS-B-4 WS-H-2 WS-A-3 WS-A-4 WS-B-3 WS-B-4
義盛蒼空 角倉陽太 勝又悠翔 奥村簾樹 鈴木脩真 山下真依 河原結衣 松本紗季 福西陽奈乃 竹島みさと
(岐阜) (愛知) (静岡) (三重) (岐阜) (岐阜) (静岡) (愛知) (三重) (岐阜)

山本翔太 山下晃輝 松山芽生 日比貴博 大角菖馬 清未玲亜 林碧音 川瀬陽菜乃 樋口希花 井上梨海
(愛知) (三重) (岐阜) (愛知) (静岡) (静岡) (三重) (岐阜) (静岡) (愛知)

11:00 MS-C-3 MS-C-4 MS-D-3 MS-D-4 MS-E-3 WS-C-3 WS-C-4 WS-D-3 WS-D-4 WS-E-3
中村倫大 立井悠斗 青島士恩 渡邊楓雅 石原颯馬 鈴木菜々心 鎌田虹花 田村優衣 天野祐希 中山舞悠香

(岐阜) (三重) (静岡) (愛知) (岐阜) (岐阜) (三重) (愛知) (静岡) (岐阜)
山本宙 山本櫂利 遠藤大智 森積喜 イワムラ春希 山田莉瑚 山崎咲七 森日菜乃 坂下和奏 近藤采奈
(静岡) (愛知) (岐阜) (三重) (静岡) (愛知) (静岡) (岐阜) (三重) (愛知)

11:20 MS-E-4 MS-F-3 MS-F-4 MS-G-3 MS-G-4 WS-E-4 WS-F-3 WS-F-4 WS-G-3 WS-G-4
池山橙希 中野開仁 山脇弘奨 因藤将夢 柘植太壱 奥村紗羽 熊谷南虹 村井怜未 長谷川翼咲 馬場こころ
(三重) (静岡) (愛知) (愛知) (静岡) (三重) (愛知) (静岡) (静岡) (愛知)

伊藤大馳 佐藤敬仁 後藤悠真 淺野巧也 木下響介 良知さあや 藤井栞 小林己桃 大迫のえ 谷田楓華
(愛知) (三重) (岐阜) (岐阜) (三重) (静岡) (三重) (岐阜) (岐阜) (三重)

11:40 MS-H-3 MS-H-4 MS-A-5 MS-A-6 MS-B-5 WS-H-3 WS-H-4 WS-A-5 WS-A-6 WS-B-5
坂口慶 義盛蒼空 松山芽生 勝又悠翔 大角菖馬 米澤萌衣 山下真依 川瀬陽菜乃 松本紗季 井上梨海
(三重) (岐阜) (岐阜) (静岡) (静岡) (三重) (岐阜) (岐阜) (愛知) (愛知)

山本翔太 越前俊希 山下晃輝 角倉陽太 日比貴博 清未玲亜 宮﨑結舞 林碧音 河原結衣 樋口希花
(愛知) (静岡) (三重) (愛知) (愛知) (静岡) (愛知) (三重) (静岡) (静岡)

12:00 MS-B-6 MS-C-5 MS-C-6 MS-D-5 MS-D-6 WS-B-6 WS-C-5 WS-C-6 WS-D-5 WS-D-6
鈴木脩真 山本櫂利 立井悠斗 森積喜 渡邊楓雅 竹島みさと 山崎咲七 鎌田虹花 坂下和奏 天野祐希
(岐阜) (愛知) (三重) (三重) (愛知) (岐阜) (静岡) (三重) (三重) (静岡)

奥村簾樹 山本宙 中村倫大 遠藤大智 青島士恩 福西陽奈乃 山田莉瑚 鈴木菜々心 森日菜乃 田村優衣
(三重) (静岡) (岐阜) (岐阜) (静岡) (三重) (愛知) (岐阜) (岐阜) (愛知)

12:20 MS-E-5 MS-E-6 MS-F-5 MS-F-6 MS-G-5 WS-E-5 WS-E-6 WS-F-5 WS-F-6 WS-G-5
伊藤大馳 池山橙希 後藤悠真 山脇弘奨 木下響介 良知さあや 奥村紗羽 小林己桃 村井怜未 谷田楓華
(愛知) (三重) (岐阜) (愛知) (三重) (静岡) (三重) (岐阜) (静岡) (三重)

イワムラ春希 石原颯馬 佐藤敬仁 中野開仁 淺野巧也 近藤采奈 中山舞悠香 藤井栞 熊谷南虹 大迫のえ
(静岡) (岐阜) (三重) (静岡) (岐阜) (愛知) (岐阜) (三重) (愛知) (岐阜)

12:40 MS-G-6 MS-H-5 MS-H-6 WS-G-6 WS-H-5 WS-H-6
柘植太壱 越前俊希 義盛蒼空 馬場こころ 宮﨑結舞 山下真依
(静岡) (静岡) (岐阜) (愛知) (愛知) (岐阜)

因藤将夢 山本翔太 坂口慶 長谷川翼咲 清未玲亜 米澤萌衣
(愛知) (愛知) (三重) (静岡) (静岡) (三重)

13:30 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5

14:00 MS-6 MS-7 MS-8 WS-6 WS-7 WS-8

14:30 MS-9 MS-10 MS-11 MS-12 WS-9 WS-10 WS-11 WS-12

15:00 MS-13 MS-14 WS-13 WS-14

15:30 MD決勝 MS三決 WS決勝 WS三決

※男子1～5コート、女子6～10コートの流し込みで行います

第1回東海ジュニアオープンバドミントン選手権大会タイムテーブル　12/25　単
役員入場
選手入場
開始式
練習　7分交代2回転　岐阜・三重→静岡・愛知


