
１コート ２コート ３コート ４コート ８コート ９コート １０コート ５コート ６コート ７コート
10:00 MDA-A-1 MDA-B-1 MDA-B-2 MDA-C-1 MDB-1 MDB-2 MDB-3 MDB-4 WDB-1 WDB-2

桐山・高橋 瀬戸・石塚 岡田・鹿島 前田・川島 日々谷・竹崎 西川・濵田 千葉・早川 河合・服部 近藤・中川 中村・古田
(名城大･東海学園大) (ＷＩＳＴＡＲＩＡ) (名古屋高) (愛知淑徳大) (ＢＥＥ) (至学館高) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (南山高) (愛知淑徳高) (至学館高)
中西・村瀨 稲葉琢人・鳥居京平 菊池・正津 牛田・小椋 戸松・中野 佐藤・奥村 加藤・廣比 川野・田上 鈴本・村井
(名古屋高) (愛知淑徳大･日本福祉大) (名古屋大) (ＦｅａｔｈｅｒＦｌｏｃｋ) (東海高) (名古屋高) (名古屋高) (椙山女学園高) (愛知淑徳高)

10:20 MDA-D-1 MDA-E-1 MDA-F-1 MDA-G-1 MDB-5 MDB-6 MDB-7 MDB-8 WDB-3 WDB-4
牛山将平・竹房朋大 田口・奥野 松田・谷山 松本・酒井 池崎・鈴木 寺田・伊藤 戸谷・松浦 大場・佐川 横井・上田 伊藤・三輪
(愛知淑徳大･日本福祉大) (ＮＯＴ－ＳＯＹ･ＲｉｓｅＢＣ) (岩倉パラレル) (愛知工業大･名古屋鉄道) (名古屋市立大) (至学館高) (南山高) (名古屋大) (愛工大名電高) (愛知淑徳高)
東島・山田 鈴木・大村 加藤・三好 増田・髙橋 中間・中込 伊地知・金城 筒井・瀬古 丸山・苅谷 山本・村瀬 杉浦・水谷
(名古屋大) (愛知淑徳大) (愛知淑徳大) (名古屋工業大) (名古屋大) (南区) (守山区) (ＵＮＩＴＥ) (愛知県庁) (至学館高)

10:40 MDA-H-1 WDA-A-1 WDA-B-1 WDA-B-2 MDB-9 MDB-10 MDB-11 MDB-12 WDB-5 WDB-6
西塚・藤岡 小山香音・小山りづむ 辻・久保田 辻・辻 大脇・尾形 中村・鈴木 安井・伊藤 角橋・中島 大口・山田 酒向・庄司
(中部大･日本福祉大) (岐阜聖徳学園大･愛知教育大) (愛知淑徳大) (名古屋大･日本福祉大) (名古屋高) (至学館高) (愛知県庁･中川区) (東海高) (緑丘高) (至学館高)
新地・岡田 杉村・有賀 安田・安田 磯部・松永 鬼頭・山岡 松田・宮嶋 河合・平沢 片山・服部 丹羽・中村 岡本・水本
(愛知淑徳大) (中京大中京高･名古屋西高) (中京大･名城大) (名古屋スポ少) (南山高) (名古屋工業大) (至学館高) (南山高) (椙山女学園高) (椙山女学園高)

11:00 WDA-C-1 WDA-D-1 MD40-A-1 MD40-B-1 MDB-13 MDB-14 MDB-15 MDB-16 WDB-7 WDB-8
井田・辻内 伊藤・松山 清水・佐藤 源口・有田 森照生・荒井陽太 鍋内・東 小嶋大和・木村大和 小田・竹内 堀部・三浦 楯・中嶋
(至学館大･紫電会) (名古屋学芸大･天白高) (振甫クラブ･名古屋高) (瀬古小学校･名古屋平成看護医療専門学校) (名城大) (名古屋大) (日進西高) (パンダ食堂) (愛知淑徳高) (愛知淑徳高)
沖野・松本 山中・八塚 久木田・梶野 深谷・豊浦 大崎・本多 余村・苅谷 池原・山岸 清水・平出 加藤・片山 山本・浅野
(愛工大名電高) (名古屋大) (Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･横須賀クラブ) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･羽根人) (名古屋高) (名古屋工業大) (守山区) (ＢＥＥ) (愛知学院大) (至学館高)

11:20 MD60-1 MD60-2 WD30-1 MD50-1 MDB-17 MDB-18 MDB-19 MDB-20 WDB-9 WDB-10
湯・金 箭田・稲吉 清水・松永 水野・常包 長谷川・真田 森・掛布 久保・結野 眞鍋・坂東 大西・浅野 佐藤・寺尾

(ＣＢＣ) (ＲＨＢＴ･名東区) (振甫クラブ･中川シャトル) (東海クラブ･名古屋市役所) (至学館高) (南山高) (名古屋工業大) (至学館高) (名古屋工業大) (至学館高)
菊地・奥田 柄野・鈴木 渡部・山田 森本・浅井 橋本・塚本 伊藤・小林 島・中野 木村・河野 加藤・塚本 小川・加藤
(ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (東海クラブ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (名古屋市協会) (名古屋高) (名古屋大) (南山高) (名古屋大) (椙山女学園高) (愛知淑徳高)

12:45 MDA-A-2 MDA-B-3 MDA-B-4 MDA-C-2 MDB-21 MDB-22 MDB-23 MDB-24 WDB-11 WDB-12
大谷・池田 瀬戸・石塚 岡田・鹿島 井原・福原 浅井・和久田 服部・東方 石上・福嶋 大野・中西 加知・榊原 中根・藤本

(愛知淑徳大･日本福祉大) (ＷＩＳＴＡＲＩＡ) (名古屋高) (愛知学院大･日本福祉大) (東海高) (名古屋高) (名古屋高) (名古屋大) (椙山女学園高) (緑丘高)
中西・村瀨 菊池・正津 稲葉琢人・鳥居京平 牛田・小椋 古荘・長江 浅岡・大石 加藤・白柳 秋本・野田 石原・権田 佐藤・宮地
(名古屋高) (名古屋大) (愛知淑徳大･日本福祉大) (ＦｅａｔｈｅｒＦｌｏｃｋ) (南山高) (中川シャトル) (至学館高) (南山高) (Ｂ－ＣＲＥＷ･ＣＡＣＴＵＳ) (椙山女学園高)

12:05 MDA-D-2 MDA-E-2 MDA-F-2 MDA-G-2 MDB-25 MDB-26 MDB-27 MDB-28 WDB-13 WDB-14
村上浩介・深尾 成田圭佑・安藤拓実 山口・今岡 三枝・山内 藤井・佐野 小嶋巧己・野田琉斗 藤本・杉田 東藤・谷川 加藤・近藤 井川・古町
(紫電会･はりーはっぷ) (中京大･日本福祉大) (中京大･日本福祉大) (愛知淑徳大) (ＢＵＴＣＨＥＲＳ) (名古屋南高･鳴海高) (名古屋外国語大) (至学館高) (至学館高) (愛知淑徳高)
東島・山田 鈴木・大村 加藤・三好 増田・髙橋 渡邊・石田 平井・中井 多賀・樋江井 大島・南 篠谷・神野 森部・福谷
(名古屋大) (愛知淑徳大) (愛知淑徳大) (名古屋工業大) (ＢＥＥ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (名古屋大) (名古屋高) (愛知淑徳高) (至学館高)

12:25 MDA-H-2 WDA-A-2 WDA-B-3 WDA-B-4 MDB-29 MDB-30 MDB-31 MDB-32 WDB-15 WDB-16
神谷・宮本 成田・金子 辻・久保田 辻・辻 真野・山川 名黒・青木 松並・守屋 米原・西山 杉江・山根
(大同特殊鋼) (愛知大･名古屋女子大) (愛知淑徳大) (名古屋大･日本福祉大) (名古屋工業大) (南山高) (中京大) (名古屋高) (名古屋工業大)

新地・岡田 杉村・有賀 磯部・松永 安田・安田 中澤隆司・見置和也 堀井・守永 板谷・内方 伊藤・松島
(愛知淑徳大) (中京大中京高･名古屋西高) (名古屋スポ少) (中京大･名城大) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･ＫＯＫＡＣＡＲＥ) (守山区) (南山高) (ＢＥＥ)

12:45 WDA-C-2 WDA-D-2 MD40-A-2 MD40-B-2 MDB-33 MDB-34 MDB-35 MDB-36 WDB-17 WDB-18
小林・森 岡村・仙石 濱本・北川 伊藤・吉川 松本・山口

(日本福祉大･愛知学院大) (南山大) (ＳＭＡＧＡＮ･ＲＨＢＴ) (横須賀クラブ･ＷＩＳＴＡＲＩＡ) (名古屋大)
沖野・松本 山中・八塚 久木田・梶野 深谷・豊浦 森野・影山 岡東・伊藤
(愛工大名電高) (名古屋大) (Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･横須賀クラブ) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･羽根人) (名大大学院) (フレームショット)

13:05 MD60-3 MD60-4 WD30-2 MD50-2 MDB-37 MDB-38 MDB-39 MDB-40 WDB-19 WDB-20
湯・金 箭田・稲吉 松村・吉川 松村・旧井

(ＣＢＣ) (ＲＨＢＴ･名東区) (瑞穂クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (岐大ＢＣ)
柄野・鈴木 菊地・奥田 渡部・山田 森本・浅井
(東海クラブ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (名古屋市協会)

13:30 MDA-A-3 MDA-B-5 MDA-B-6 MDA-C-3 MDB-41 MDB-42 MDB-43 MDB-44 WDB-21 WDB-22
大谷・池田 瀬戸・石塚 稲葉琢人・鳥居京平 井原・福原

(愛知淑徳大･日本福祉大) (ＷＩＳＴＡＲＩＡ) (愛知淑徳大･日本福祉大) (愛知学院大･日本福祉大)

桐山・高橋 岡田・鹿島 菊池・正津 前田・川島 野々垣・劉
(名城大･東海学園大) (名古屋高) (名古屋大) (愛知淑徳大) (名古屋大)

13:50 MDA-D-3 MDA-E-3 MDA-F-3 MDA-G-3 MDB-45 MDB-46 MDB-47 MDB-48 WDB-23 WDB-24
村上浩介・深尾 成田圭佑・安藤拓実 山口・今岡 三枝・山内
(紫電会･はりーはっぷ) (中京大･日本福祉大) (中京大･日本福祉大) (愛知淑徳大)
牛山将平・竹房朋大 田口・奥野 松田・谷山 松本・酒井
(愛知淑徳大･日本福祉大) (ＮＯＴ－ＳＯＹ･ＲｉｓｅＢＣ) (岩倉パラレル) (愛知工業大･名古屋鉄道)

14:10 MDA-H-3 WDA-A-3 WDA-B-5 WDA-B-6 MDB-49 MDB-50 MDB-51 MDB-52 WDB-25 WDB-26
神谷・宮本 成田・金子 辻・久保田 安田・安田
(大同特殊鋼) (愛知大･名古屋女子大) (愛知淑徳大) (中京大･名城大)

西塚・藤岡 小山香音・小山りづむ 辻・辻 磯部・松永
(中部大･日本福祉大) (岐阜聖徳学園大･愛知教育大) (名古屋大･日本福祉大) (名古屋スポ少)

14:30 WDA-C-3 WDA-D-3 MD40-A-3 MD40-B-3 MDB-53 MDB-54 MDB-55 MDB-56 MDB-57 MDB-58
小林・森 岡村・仙石 濱本・北川 伊藤・吉川

(日本福祉大･愛知学院大) (南山大) (ＳＭＡＧＡＮ･ＲＨＢＴ) (横須賀クラブ･ＷＩＳＴＡＲＩＡ)

井田・辻内 伊藤・松山 清水・佐藤 源口・有田
(至学館大･紫電会) (名古屋学芸大･天白高) (振甫クラブ･名古屋高) (瀬古小学校･名古屋平成看護医療専門学校)

14:50 MD60-5 MD60-6 WD30-3 MD50-3 MDB-59 MDB-60 MDB-61 MDB-62 WDB-27 WDB-28
湯・金 菊地・奥田 松村・吉川 松村・旧井

(ＣＢＣ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (瑞穂クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (岐大ＢＣ)
箭田・稲吉 柄野・鈴木 清水・松永 水野・常包

15:15 MDA-1 MDA-2 MDA-3 MDA-4 WDA-1 WDA-2 MD40-決勝 MDB-63 MDB-64 WDB-決勝

16:00 MDA-5 MDA-6 WDA-決勝 MDB-決勝

16:45 MDA-決勝
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