
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
09:15 MSB-1 MSB-2 MSB-3 MSB-4 MSB-5 MSB-6 MSB-7 MSB-8 MSB-9 MSB-10

天野尚輝 中澤隆司 寺田颯 米今敬太郎 中西大輝 服部明宏 宮嶋勇次 中野涼介 苅谷英祐 山川大空
(南山高) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ) (至学館高) (ベストプレイス) (名古屋大) (名古屋高) (名古屋工業大) (東海高) (名古屋工業大) (名古屋工業大)

平出達磨 尾形駿介 木村大和 臼井皓音 中村千寛 荒井陽太 角橋祐輝 石上竜之介 大村直人 渡邉洋
(ＢＥＥ) (名古屋高) (日進西高) (名古屋大医学部) (至学館高) (名城大) (東海高) (名古屋高) (名古屋大) (名古屋大)

09:40 MSB-11 MSB-12 MSB-13 MSB-14 MSB-15 MSB-16 MSB-17 MSB-18
橋本賢治 戸松祐貴 多賀俊太 中島康貴 金城柊起 山岡祥之 佐川勝俊 大澤良能
(ｆｅａｔｈｅｒｆｌｏｃｋ) (東海高) (名古屋大) (東海高) (南区) (南山高) (名古屋大) (上社中)
清水健太 中間航太 西川司 浅野哲平 筒井康太 伊藤龍一 加古秀茂 加藤俊樹
(ＢＥＥ) (名古屋大) (至学館高) (猪高中) (守山区) (ＢＥＥ) (名古屋高) (至学館高)

10:05 MSA-A-1 MSA-A-2 WSA-1 WSA-2 MSB-19 MSB-20 MSB-21 MSB-22 MSB-23 MSB-24
神谷一志 菊池樹 小川みこと 杉村那智 久保匡輝 小林京貴 井口一希 守永健太 真野太一
(大同特殊鋼) (名古屋大) (愛知淑徳高) (中京大中京高) (名古屋工業大) (名古屋大) (名古屋大) (守山区) (名古屋工業大)

中西涼 守屋政輝 浅野真那巳 磯部慶次郎 杉田篤史 鬼頭拓大
(名古屋高) (中京大) (名古屋工業大) (名古屋北高) (中電シーティーアイ) (南山高)

10:30 MSA-B-1 MSA-C-1 WSA-3 WSA-4 MSB-25 MSB-26 MSB-27 MSB-28 MSB-29 MSB-30
東島弘樹 鹿島健士朗 伊藤寧々 山根久実 和久田智也 正津綱基 白柳晴都 渡邊匠海
(名古屋大) (名古屋高) (名大附属高) (名古屋工業大) (東海高) (名古屋大) (至学館高) (ＢＥＥ)
髙橋理輝 前田圭音 古町結菜 井川南風 南仁 小嶋巧己 表野健斗 中込智也 野田琉斗
(名古屋工業大) (中京大) (愛知淑徳高) (愛知淑徳高) (名古屋高) (名古屋南高) (南山高) (名古屋大) (鳴海高)

10:55 MSA-A-3 MSA-A-4 WSA-5 WSA-6 MSB-31 MSB-32 MSB-33 MSB-34 MSB-35 MSB-36
神谷一志 菊池樹 近藤陽 神野友希 藤本圭佑 髙村竜馬 藤井哲也 寺嶋駿 伊藤良典
(大同特殊鋼) (名古屋大) (愛知淑徳高) (愛知淑徳高) (名古屋外国語大) (ベストプレイス) (ＢＵＴＣＨＥＲＳ) (愛工大名電中) (ＫＯＫＡＣＡＲＥ)

守屋政輝 中西涼 浅野あきら 上田愛莉 瀬古裕也 松島歩夢 秋本優生 岡田康暉
(中京大) (名古屋高) (愛工大名電高) (愛工大名電高) (守山区) (ＢＥＥ) (南山高) (名古屋高)

11:20 MSA-B-2 MSA-C-2 WSA-7 WSA-8 MSB-37 MSB-38 MSB-39 MSB-40 MSB-41 MSB-42
酒井翔規 山田良太 楯晴央里 磯部あやめ 森照生 片山貴順 間宮隆久 東方秀樹
(名古屋鉄道) (名古屋大) (愛知淑徳高) (名古屋スポ少) (名城大) (南山高) (名古屋大医学部) (名古屋高)

髙橋理輝 前田圭音 城原加奈 三輪瑠華奈 浅井勇行 杉田聡太 山岸健成 青木孝太郎 増田拓真
(名古屋工業大) (中京大) (大同大) (愛知淑徳高) (東海高) (名古屋外国語大) (守山区) (ベストプレイス) (名古屋工業大)

11:45 MSA-A-5 MSA-A-6 WSA-9 WSA-10 MSB-43 MSB-44 MSB-45 MSB-46 MSB-47 MSB-48
神谷一志 中西涼 加藤美咲 沖野南美 伊藤直樹 松田優矢 服部納於 古谷洋輔
(大同特殊鋼) (名古屋高) (愛知淑徳高) (愛工大名電高) (名古屋大) (名古屋工業大) (南山高) (ＮＫＣＢＣ)

菊池樹 守屋政輝 松本莉奈 村井鞠美 大島康裕 伊藤晧輝 金子豊治 水野啓悟
(名古屋大) (中京大) (愛工大名電高) (愛知淑徳高) (名古屋高) (至学館高) (羽根人) (中電シーティーアイ)

12:10 MSA-B-3 MSA-C-3 WSA-11 WSA-12 MSB-49 MSB-50 MSB-51 MSB-52 MSB-53 MSB-54
酒井翔規 山田良太 有賀杏奈 中嶋美優 結野史問
(名古屋鉄道) (名古屋大) (名古屋西高) (愛知淑徳高) (名古屋工業大)

東島弘樹 鹿島健士朗 篠谷悠衣 大西望夏 河野大樹 小嶋大和
(名古屋大) (名古屋高) (愛知淑徳高) (名古屋工業大) (名古屋大) (日進西高)

12:35 WSA-13 WSA-14 WSA-15 WSA-16 MSB-55 MSB-56 MSB-57 MSB-58 MSB-59 MSB-60
三浦彩乃 加藤果鈴 中川祐舞 山内麻由郁

(愛知淑徳高) (名大附属高) (愛知淑徳高) (藤森中)
松山千代乃 鈴本小陽 横井愛泉 伊藤凜
(天白高) (愛知淑徳高) (愛工大名電高) (愛知淑徳高)

13:00 WSA-17 MSA-1 WSA-18 WSA-19 MSB-61 MSB-62 MSB-63 MSB-64 MSB-65 MSB-66
堀部桃子
(愛知淑徳高)

杉江紗矢香
(名古屋工業大)

13:25 WSA-20 WSA-21 WSA-22 WSA-23 MSB-67 MSB-68 MSB-69 MSB-70 MSB-71 MSB-72

13:50 WSA-24 WSA-25 MSA-決勝 MSB-73 MSB-74

14:35 WSA-26 WSA-27 WSA-28 WSA-29 MSB-75 MSB-76 MSB-77 MSB-78

15:20 WSA-30 WSA-31 MSB-79 MSB-80

16:05 WSA-決勝 MSB-決勝
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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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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
09:50 WSC-1 WSC-2 WSC-3 WSC-4 MSC-1 MSC-2 MSC-3 MSC-4 MSC-5 MSC-6

成瀬咲季 磯村佳南 森部汐音 米倉瑠菜 何杰奇 原田康之介 小野蒼勇汰 筧結稀 近藤聡哉 水谷陽平
(愛知淑徳中) (愛知淑徳中) (至学館高) (愛知淑徳中) (南山中) (名古屋高) (緑丘高) (名古屋中) (名古屋中) (名古屋西高)
奥村茉央 松井初音 中路遥乃 近藤優衣 柘本元気 山田哲也 豊田大地 髙橋佳大 小川舜介 川崎倭

(名古屋西高) (椙山女学園高) (名古屋西高) (至学館高) (名古屋西高) (鳴海高) (名古屋高) (名古屋西高) (東海中) (名古屋中)
10:10 WSC-5 WSC-6 WSC-7 WSC-8 MSC-7 MSC-8 MSC-9 MSC-10 MSC-11 MSC-12

菅野歩果 濵明莉 脇田徳子 吉行真香 酒井翔基 林拓希 髙見侑冶 大田蒼士郎 横道泉斗 森晃瑛
(名古屋西高) (愛知淑徳中) (愛知淑徳中) (愛知淑徳中) (名古屋中) (名古屋中) (名古屋高) (緑丘高) (名古屋スポ少) (名古屋中)
松下深愛 上野帆瑠 中谷加奈 水谷凛央 大久保雄一郎 水野剣人 横井音央斗 輪島天葵 小出凌大 武市直

(市立中央高) (南山中) (名古屋西高) (至学館高) (東海中) (市立中央高) (名古屋西高) (名古屋高) (名古屋中) (東海中)
10:30 WSC-9 WSC-10 WSC-11 WSC-12 MSC-13 MSC-14 MSC-15 MSC-16 MSC-17 MSC-18

水﨑玲奈 村上千夢 大崎加奈 八木莉咲 宮副弘毅 浅野蒼大 神田載仁 新井隆生 金丸凌也 北條快
(愛知淑徳中) (名大附属中) (名古屋西高) (名古屋スポ少) (名古屋高) (鳴海高) (名古屋高) (名古屋西高) (緑丘高) (高針台中)
齋藤比佳莉 福谷菜緒 松村優花 棚橋茉衣 村上大葵 田邉雅樹 水野敦 奥村亮輔 山下広晃 市村陸翔

(猪子石ジュニア) (至学館高) (豊正中) (愛知淑徳中) (名古屋スポ少) (名古屋高) (東海中) (名古屋中) (名古屋中) (名古屋スポ少)

10:50 WSC-13 WSC-14 WSC-15 WSC-16 MSC-19 MSC-20 MSC-21 MSC-22 MSC-23 MSC-24
井指真那花 山本結里 加藤愛依子 森本さくら 河島優哉 各務陽都 池田尊 坂元晴彦 森真紀人 山羽一颯
(名古屋西高) (至学館高) (至学館高) (愛知淑徳中) (名古屋中) (東海中) (名古屋西高) (名古屋中) (名古屋中) (名古屋中)
杉田明佳音 金谷理央 南ひな 前川侑里子 西田怜生 橋本一輝 三輪慶二朗 川口航輝 金子隼士 野口智弘
(愛知淑徳中) (愛知淑徳中) (名大附属中) (名古屋西高) (名古屋西高) (名古屋高) (名古屋中) (緑丘高) (南山中) (東海中)

11:10 WSC-17 WSC-18 WSC-19 WSC-20 MSC-25 MSC-26 MSC-27 MSC-28 MSC-29 MSC-30
片桐明日香 上井珠莉 佐溝さつき 柴田陽菜 津田和巳 木村翔 松川敦樹 佐藤蒼空 瀧川博喜 小林羽空
(名古屋西高) (愛知淑徳中) (名古屋西高) (名古屋西高) (名古屋西高) (名古屋スポ少) (名古屋高) (高針台中) (名古屋中) (緑丘高)
大池梨瑚 前田楓 池畑美乃里 宮永萌 森本祥太 角田歩 小島睦月 林優希 角野正光 遠藤樹

(愛知淑徳中) (名古屋スポ少) (愛知淑徳中) (椙山女学園高) (名古屋中) (名古屋高) (名古屋市立工業高) (名古屋高) (緑丘高) (名古屋西高)
11:30 WSC-21 WSC-22 WSC-23 WSC-24 MSC-31 MSC-32 MSC-33 MSC-34 MSC-35 MSC-36

岩脇千晴 棚橋優華 馬場康慧 三木大夏 秦滉紀 辻悠斗 千﨑耀太 内山宗祐 近藤叡 上出陽光
(名古屋西高) (南山中) (愛知淑徳中) (名古屋スポ少) (名古屋高) (鳴海高) (名古屋西高) (名古屋中) (東海中) (名古屋中)

牧菜々 柴田芙侑 杉浦奏音 羽田妃希 三澤祐典 阿佐美舜也 長瀬央輔 清水康太郎 安藤悠真 寺田祥太
(愛知淑徳中) (愛知淑徳中) (至学館高) (椙山女学園高) (市立中央高) (名古屋高) (名古屋中) (南山中) (名古屋中) (名古屋西高)

11:50 WSC-25 WSC-26 WSC-27 WSC-28 MSC-37 MSC-38 MSC-39 MSC-40 MSC-41 MSC-42
松坂律来 福井花歩 松本歩里 庄司侑加 三河貴靖 田中啓之 伊藤佑一郎 畑野潮音 江端恒亮 水野秀哉

(名古屋西高) (愛知淑徳中) (名古屋スポ少) (至学館高) (東海中) (南山中) (名古屋高) (名古屋スポ少) (名古屋西高) (緑丘高)
杉田彩葉 浅野日向子 工藤千愛 石川太一 大西英之 木村優太 西尾泰希 山上諒 吉川諒

(愛知淑徳中) (至学館高) (愛知淑徳中) (名古屋中) (名古屋高) (緑丘高) (名古屋高) (東海中) (名古屋高)
12:10 WSC-29 WSC-30 WSC-31 WSC-32 MSC-43 MSC-44 MSC-45 MSC-46 MSC-47 MSC-48

後藤有喜子 宮田琴羽 宮下大輝 澤田銀輝 小笠原豪成 市野真乃介 林大登
(名古屋西高) (名大附属中) (東海中) (名古屋西高) (名古屋中) (名古屋中) (名古屋高)

鵜飼由理子 塚本ちひろ 伊藤陽 時田亘 間瀬廉太郎 横井拓斗
(愛知淑徳中) (椙山女学園高) (名古屋中) (名古屋中) (猪子石ジュニア) (南山中)

12:30 WSC-33 WSC-34 WSC-35 WSC-36 MSC-49 MSC-50 MSC-51 MSC-52 MSC-53 MSC-54
久野友里乃 市村優羽 花井歩菜 岩間悠生 三宅爽太朗

(名古屋スポ少) (名古屋スポ少) (名古屋西高) (長久手ジュニア) (愛工大名電中)

中村心実 大竹芽惟 濵浦光二 渋谷侑磨
(至学館高) (愛知淑徳中) (名古屋市立工業高) (南山中)

12:50 WSC-37 WSC-38 WSC-39 WSC-40 WSC-41 MSC-55 MSC-56 MSC-57 MSC-58 MSC-59
北川佳奈 葛谷瑚子 千葉みずほ 石塚真人 大脇順仁

(名古屋西高) (愛知淑徳中) (名古屋スポ少) (名古屋西高) (名古屋高)
山本和呼 寺尾唯菜 日比野万紘 松岡冬真
(上社中) (至学館高) (愛知淑徳中) (名古屋市立工業高)

13:10 WSC-42 WSC-43 WSC-44 WSC-45 WSC-46 MSC-60 MSC-61 MSC-62 MSC-63 MSC-64
浅井結衣 森彩衣那 舩坂咲希 野田康平

(椙山女学園高) (名古屋西高) (愛知淑徳中) (南山中)
鳥居玲那 鈴木日和 豊島思歩 江頭玄陽

(椙山女学園中) (愛知淑徳中) (名古屋スポ少) (市立中央高)
13:30 WSC-47 WSC-48 WSC-49 WSC-50 WSC-51 MSC-65 MSC-66 MSC-67 MSC-68 MSC-69

佐藤天音 酒向葵 古田夢 塚本瑠偉
(至学館高) (至学館高) (至学館高) (名古屋高)

家田直子 東野由奈 齋藤天咲媛 廣瀬元汰
(市立中央高) (愛知淑徳中) (守山東中) (名古屋西高)

13:50 WSC-52 WSC-53 WSC-54 WSC-55 WSC-56 MSC-70 MSC-71 MSC-72 MSC-73 MSC-74
大橋海月 皿井南 冨田瞭

(名古屋西高) (愛知淑徳中) (市立中央高)
佐尾涼菜 青木香澄 山來愛華 松原英世 福嶋大生

(名古屋スポ少) (神の倉中) (守山中) (緑丘高) (名古屋高)
14:10 WSC-57 WSC-58 WSC-59 WSC-60 WSC-61 MSC-75 MSC-76 MSC-77 MSC-78 MSC-79

水野眞花 岡村康汰
(名古屋西高) (名古屋西高)
北本夢乃 久野心咲 太田直希 佐尾拓海

(愛知淑徳中) (名古屋スポ少) (鳴海高) (名古屋市立工業高)

14:30 WSC-62 WSC-63 WSC-64 WSC-65 WSC-66 MSC-80 MSC-81 MSC-82 MSC-83 MSC-84

14:50 WSC-67 WSC-68 WSC-69 WSC-70 WSC-71 MSC-85 MSC-86 MSC-87 MSC-88 MSC-89

15:10 WSC-72 WSC-73 WSC-74 WSC-75 WSC-76 MSC-90 MSC-91 MSC-92 MSC-93 MSC-94

15:30 WSC-77 WSC-78 WSC-79 WSC-80 WSC-81 WSC-82 MSC-95 MSC-96 MSC-97 MSC-98

16:05 WSC-83 WSC-84 WSC-85 WSC-86 MSC-99 MSC-100 MSC-101 MSC-102

16:40 WSC-87 WSC-88 MSC-103 MSC-104 MSC-105 MSC-106

17:15 WSC-決勝 MSC-107 MSC-108

17:50 MSC-決勝
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１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ９コート １０コート ８コート ６コート ７コート
10:00 XD40-1 XD40-2 XD-A-1 XD-B-1 MDC-1 MDC-2 MDC-3 MDC-4 WDC-1 WDC-2

梶野・梶野 吉川・吉川 松並・安田 桐山・蘭 水谷・遠藤 阿佐美・宮副 角野・小野 澤田・西田 加藤・井指 山田・飯田
(横須賀クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (ＷＩＳＴＡＲＩＡ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (中京大) (名城大･名古屋外国語大) (名古屋西高) (名古屋高) (緑丘高) (名古屋西高) (名古屋西高) (名古屋西高)

桑野・高田 深谷・深谷 高橋・岡田 清水・釜崎 山上・各務 鈴木・泉家 原田・大西 大野・松井 森島・出井 小川・松本
(天白区･南区) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･フレスカ) (東海学園大･南山大) (愛知工業大･南区) (東海中) (名古屋市立工業高) (名古屋高) (名古屋高) (名女大高) (愛知淑徳中)

10:25 XD-C-1 XD-D-1 XD-E-1 XD-F-1 MDC-5 MDC-6 MDC-7 MDC-8 WDC-3 WDC-4
竹房・井田 加藤・加藤 山内・松井 神谷・城原 墨・古田 大田・後藤 佐藤・北條 新井・伊規須 塩野・能登 京田・安藤
(日本福祉大･至学館大) (愛知学院大) (愛知淑徳大) (大同特殊鋼･大同大) (名古屋高) (緑丘高) (高針台中) (名古屋西高) (愛知淑徳中) (名女大高)
細井・細井 安藤拓実・門馬桃香 松本・岡本 藤岡・辻 矢野・滝川 赤堀・深谷 森・伊藤 輪島・吉川 伊藤・中路 細野・鱸
(ＳＭＡＧＡＮ･ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ) (日本福祉大) (愛知工業大･愛知大) (日本福祉大) (東海中) (名古屋中) (名古屋中) (名古屋高) (名古屋西高) (名古屋西高)

10:50 XD-G-1 XD-G-2 XD-H-1 XD-H-2 MDC-9 MDC-10 MDC-11 MDC-12 WDC-5 WDC-6
福原・小林 三枝・林 井原・仙石 鳥居京平・中山智絵 太田・山田 村上・木村 角田・石川 瀧川・古畑 皿井・葛谷 森・後藤
(日本福祉大) (愛知淑徳大) (愛知学院大･南山大) (日本福祉大･愛知大) (鳴海高) (名古屋スポ少) (名古屋高) (名古屋中) (愛知淑徳中) (名古屋西高)

金児・樋口 新開・伊藤 安井・村瀬 小嶋・松山 東・酒井 林・寸田 江端・柘本 鈴田・松井 磯村・上井
(中京大･愛知大) (名古屋外国語大･名古屋学芸大) (愛知県庁) (日進西高･天白高) (名古屋高･名古屋中) (名古屋中) (名古屋西高) (名古屋市立工業高) (愛知淑徳中)

11:15 XD-I-1 XD50-1 MDC-13 MDC-14 MDC-15 MDC-16 WDC-7 WDC-8
小林・片山 福田・渋谷 髙橋・寺田 佐藤・本間 加藤・川崎 水野・野口 舟橋・冨田 大倉・杉田
(日本福祉大･愛知学院大) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･名古屋名城) (名古屋西高) (名古屋中) (名古屋中) (東海中) (名女大高) (愛知淑徳中)

田口・村上 浅井・黒川 宮下・大久保 金丸・木村 佐藤・入江 安藤・近藤 森本・米倉 大橋・北川
(ＮＯＴ－ＳＯＹ･Ｌｅａｄｅｒｓ) (名古屋市協会) (東海中) (緑丘高) (名古屋市立工業高) (名古屋中) (愛知淑徳中) (名古屋西高)

11:40 XD40-3 XD40-4 XD-A-2 XD-B-2 MDC-17 MDC-18 MDC-19 MDC-20 WDC-9 WDC-10
久木田・竹内 梶野・梶野 大谷・梶田 今岡・金子 青嶋・小林 小笠原・坂元 浅野・辻 伊藤・林 豊島・久野 佐溝・菅野
(Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･Ｂ－ＣＲＥＷ) (横須賀クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (愛知淑徳大) (日本福祉大･名古屋女子大) (緑丘高) (名古屋中) (鳴海高) (名古屋高) (名古屋スポ少) (名古屋西高)

桑野・高田 深谷・深谷 高橋・岡田 清水・釜崎 筧・小出 廣瀬・横井 野々垣・津田 太田・長坂 柴田・脇田
(天白区･南区) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･フレスカ) (東海学園大･南山大) (愛知工業大･南区) (名古屋中) (名古屋西高) (名古屋西高) (名女大高) (愛知淑徳中)

12:05 XD-C-2 XD-D-2 XD-E-2 XD-F-2 MDC-21 MDC-22 MDC-23 MDC-24 WDC-11 WDC-12
小西・成田 加藤滉士・塩飽真夕 池田・岡村 竹岡・遠藤 畑野・横道 石塚・岡村 杉田・金谷
(愛知大) (愛知淑徳大) (日本福祉大･南山大) (愛知淑徳大) (名古屋スポ少) (名古屋西高) (愛知淑徳中)

細井・細井 安藤拓実・門馬桃香 松本・岡本 藤岡・辻 川口・松原 水野・長谷川 齋藤・山來
(ＳＭＡＧＡＮ･ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ) (日本福祉大) (愛知工業大･愛知大) (日本福祉大) (緑丘高) (名古屋西高) (守山東中･守山中)

12:30 XD-G-3 XD-G-4 XD-H-3 XD-H-4 MDC-25 MDC-26 MDC-27 MDC-28 WDC-13 WDC-14
福原・小林 三枝・林 井原・仙石 鳥居京平・中山智絵 武市・近藤 三河・小川 久野・千葉 前川・松坂
(日本福祉大) (愛知淑徳大) (愛知学院大･南山大) (日本福祉大･愛知大) (東海中) (東海中) (名古屋スポ少) (名古屋西高)

新開・伊藤 金児・樋口 小嶋・松山 安井・村瀬 伊藤・田邉 佐尾・松岡 大池・吉行
(名古屋外国語大･名古屋学芸大) (中京大･愛知大) (日進西高･天白高) (愛知県庁) (名古屋高) (名古屋市立工業高) (愛知淑徳中)

12:55 XD-I-2 XD50-2 MDC-29 MDC-30 MDC-31 WDC-15 WDC-16 WDC-17
山口・辻 森・市野 神田・林 工藤・東野 梅村・小林 浅井・沼田

(中京大･愛知淑徳大) (瑞穂クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (名古屋高) (愛知淑徳中) (名女大高) (名女大高)
田口・村上 浅井・黒川 祖父江・濵浦 奥村・片桐 大竹・鈴木 棚橋・馬場
(ＮＯＴ－ＳＯＹ･Ｌｅａｄｅｒｓ) (名古屋市協会) (名古屋市立工業高) (名古屋西高) (愛知淑徳中) (愛知淑徳中)

13:20 XD40-5 XD40-6 XD-A-3 XD-B-3 XD-C-3 XD-D-3 MDC-32 MDC-33 WDC-18 WDC-19
吉川・吉川 深谷・深谷 大谷・梶田 今岡・金子 小西・成田 加藤滉士・塩飽真夕 千﨑・池田 柴田・大崎 岩脇・中谷
(ＷＩＳＴＡＲＩＡ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･フレスカ) (愛知淑徳大) (日本福祉大･名古屋女子大) (愛知大) (愛知淑徳大) (名古屋西高) (名古屋西高) (名古屋西高)

久木田・竹内 桑野・高田 松並・安田 桐山・蘭 竹房・井田 加藤・加藤 西尾・豊田 北本・日比野 横田・鈴木
(Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･Ｂ－ＣＲＥＷ) (天白区･南区) (中京大) (名城大･名古屋外国語大) (日本福祉大･至学館大) (愛知学院大) (名古屋高) (愛知淑徳中) (緑丘高)

13:45 XD-E-3 XD-F-3 XD-G-5 XD-G-6 XD-H-5 XD-H-6 MDC-34 MDC-35 WDC-20 WDC-21
池田・岡村 竹岡・遠藤 福原・小林 金児・樋口 井原・仙石 安井・村瀬
(日本福祉大･南山大) (愛知淑徳大) (日本福祉大) (中京大･愛知大) (愛知学院大･南山大) (愛知県庁)
山内・松井 神谷・城原 三枝・林 新開・伊藤 鳥居京平・中山智絵 小嶋・松山 髙見・松川 鵜飼・舩坂
(愛知淑徳大) (大同特殊鋼･大同大) (愛知淑徳大) (名古屋外国語大･名古屋学芸大) (日本福祉大･愛知大) (日進西高･天白高) (名古屋高) (愛知淑徳中)

14:10 XD-I-3 XD50-3 MDC-36 MDC-37 MDC-38 MDC-39 WDC-22 WDC-23 WDC-24
山口・辻 森・市野

(中京大･愛知淑徳大) (瑞穂クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ)

小林・片山 福田・渋谷
(日本福祉大･愛知学院大) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･名古屋名城)

14:35 XD-1 XD40-7 MDC-40 MDC-41 MDC-42 MDC-43 WDC-25 WDC-26 WDC-27 WDC-28
梶野・梶野
(横須賀クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ)

久木田・竹内
(Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･Ｂ－ＣＲＥＷ)

15:00 XD40-8 XD-2 MDC-44 MDC-45 MDC-46 MDC-47 WDC-29 WDC-30 WDC-31 WDC-32
吉川・吉川
(ＷＩＳＴＡＲＩＡ･ＪＵＰＩＴＥＲ)

桑野・高田
(天白区･南区)

15:45 XD-3 XD-4 XD-5 XD40-9 XD40-10 MDC-48 MDC-49 WDC-33 WDC-34
久木田・竹内 吉川・吉川
(Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･Ｂ－ＣＲＥＷ) (ＷＩＳＴＡＲＩＡ･ＪＵＰＩＴＥＲ)

深谷・深谷 梶野・梶野
(ＷＥＳＴＷＩＮＧ･フレスカ) (横須賀クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ)

16:30 XD-6 XD-7 MDC-決勝 WDC-決勝

17:15 XD-決勝
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