
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
09:30 6GS-1 6GS-2 6GS-3 6GS-4 6GS-5 6GS-6 6GS-7 6GS-8 6GS-9 6GS-10

平田陽音 田本佑來 蒲生芽衣 賀久穂香 森瑚々音 牛島天音 松岡穂香 柴原愛心 永松真奈 小川陽菜
(八千把) (宮地Ｊｒ) (代陽っ子) (八千把) (いずかし) (代陽っ子) (千丁Ｊｒ) (八千把) (鏡ジュニア) (麦島ＢＣ)
清水亜美 蓑原美結 奥野にこあ 田島望愛 平田凜 丸塚結叶 安田ひばり 東舞奈 小野菜々美 栁田実咲
(千丁Ｊｒ) (水曜クラブ) (いずかし) (鏡ジュニア) (文政ＢＣ) (いずかし) (水曜クラブ) (文政ＢＣ) (代陽っ子) (いずかし)

09:50 6GS-11 6GS-12 6GS-13 6GS-14 6GS-15 6GS-16 6GS-17 6GS-18 6GS-19 6GS-20
清水美和 平松愛菜 恒松茜音 矢鉾璃子 宮﨑菜奈 木本彩心 竹尾光由 鬼塚沙希 星永直央 牧野もも
(千丁Ｊｒ) (代陽っ子) (八千把) (いずかし) (宮地Ｊｒ) (鏡ジュニア) (文政ＢＣ) (宮地Ｊｒ) (千丁Ｊｒ) (代陽っ子)
田添結愛 岡田藍瑠 佐々木陽乃 井手上千紘 上田和愛 八役結愛 遠山玲朱 堀美結 西山結愛 橋本知海
(文政ＢＣ) (鏡ジュニア) (いずかし) (八千把) (水曜クラブ) (八千把) (いずかし) (いずかし) (水曜クラブ) (八千把)

10:10 5GS-1 5GS-2 5GS-3 5GS-4 5GS-5 5GS-6 5GS-7 5GS-8 5GS-9 5GS-10
今坂友愛 松本蒼空 平田蘭 池田奈莉愛 溜渕百恵 由川奏心 下川真結香 山田絢楓 本山凛 柴原望緒
(代陽っ子) (太田郷３０) (文政ＢＣ) (麦島ＢＣ) (代陽っ子) (鏡ジュニア) (千丁Ｊｒ) (太田郷３０) (鏡ジュニア) (八千把)
井上莉茉 松島由奈 村仲未来 下村明凛 園川あんじ 西村瑠華 米崎りほ 樋口菜々子 八尾桃花 朝川莉緒奈
(八千把) (千丁Ｊｒ) (八千把) (いずかし) (八千把) (八千把) (いずかし) (千丁Ｊｒ) (八千把) (千丁Ｊｒ)

10:30 5GS-11 5GS-12 4GS-1 4GS-2 4GS-3 4GS-4 4GS-5 4GS-6 4GS-7 4GS-8
木本静蘭 熊彩衣佳 四月一日柚香 牧野鈴 白石七楓 後藤七海 池田歩羽愛③ 宮本寛菜 善本明衣 前田萌衣

(水曜クラブ) (麦島ＢＣ) (太田郷３０) (代陽っ子) (水曜クラブ) (八代ジュニア) (麦島ＢＣ) (宮地Ｊｒ) (太田郷３０) (植柳ジュニア)
岩本望愛 中田結月 稲田千尋③ 黒澤茉子 岡田椿葵 秋吉結莉 佐々川奈桜 恒松優月 田中もも 稲田唯花

(八代ジュニア) (太田郷３０) (宮地Ｊｒ) (汐風光) (千丁Ｊｒ) (代陽Ｊｒ) (水曜クラブ) (八千把) (植柳ジュニア) (宮地Ｊｒ)

10:50 4GS-9 4GS-10 4GS-11 4GS-12 4GS-13 4GS-14 4GS-15 6BS-1 6BS-2 6BS-3
上村咲月 長尾結和 濱奈葉 白石陽菜乃 福嶌清花 橋本明奈 松藤美波 中村優弥 松村遼弥 濱田大雅

(水曜クラブ) (太田郷３０) (八代ジュニア) (植柳ジュニア) (水曜クラブ) (水曜クラブ) (太田郷３０) (八千把) (麦島Ｊｒ) (代陽っ子)
松下心春 神野喜来麗 橋本彩希 竹本愛緒 村上柚巴 内田桜雪 林咲希 松下翔春 竹島芯太郎 松島昊士
(代陽っ子) (鏡ジュニア) (汐風光) (汐風光) (八千把) (宮地Ｊｒ) (八代ジュニア) (代陽っ子) (文政ＢＣ) (千丁Ｊｒ)

11:10 6BS-4 5BS-1 5BS-2 5BS-3 5BS-4 5BS-5 4BS-1 4BS-2 6GS-21 6GS-22
深水陽人 山崎莉生 上野富生 西菜七丸 西村武蔵 神野尊良 岩田斡 末富大翔 髙植あやか
(文政ＢＣ) (宮地Ｊｒ) (麦島ＢＣ) (千丁Ｊｒ) (八代ジュニア) (鏡ジュニア) (水曜クラブ) (植柳ジュニア) (八代ジュニア)
渕川裕生 山本庵司 下村真弘 江上結 上村弘樹 梅下司 岸野正和 秋吉蒼佑
(八千把) (千丁Ｊｒ) (八代ジュニア) (八千把) (千丁Ｊｒ) (代陽っ子) (麦島Ｊｒ) (代陽Ｊｒ)

11:30 6GS-23 6GS-24 6GS-25 6GS-26 6GS-27 6GS-28 6GS-29 6GS-30 6GS-31 6GS-32
杉本華音 北野雫月 濱柚葉 法村結菜
(千丁Ｊｒ) (八代ジュニア) (八代ジュニア) (鏡ジュニア)

中川海央 萩本椎奈 大瀬莉央 小田花凛
(植柳ジュニア) (文政ＢＣ) (水曜クラブ) (千丁Ｊｒ)

11:50 6GS-33 6GS-34 6GS-35 6GS-36 5GS-13 5GS-14 5GS-15 5GS-16 5GS-17 5GS-18
野口万櫻 中村李々華 上野心結 山田彩愛 黒山愛羽
(代陽っ子) (宮地Ｊｒ) (千丁Ｊｒ) (鏡ジュニア) (八代ジュニア)

端場彩乃 松浦綾花 山田悠菜 岸野桜子 本嶋美音
(千丁Ｊｒ) (植柳ジュニア) (いずかし) (麦島Ｊｒ) (千丁Ｊｒ)

12:10 5GS-19 5GS-20 5GS-21 5GS-22 5GS-23 5GS-24 5GS-25 5GS-26 5GS-27 5GS-28
田口果凛 遠山響 中村優衣 元田真奈実 黒木優衣菜 小田ことの
(いずかし) (宮地Ｊｒ) (八千把) (代陽っ子) (いずかし) (文政ＢＣ)
宮崎莉名 射場杏奈 上野優里香 野村莉央奈 高田朋和 宮岡美羽 森田彩愛
(文政ＢＣ) (水曜クラブ) (麦島ＢＣ) (水曜クラブ) (代陽っ子) (八千把) (植柳ジュニア)

12:30 4GS-16 4GS-17 4GS-18 4GS-19 4GS-20 4GS-21 4GS-22 4GS-23 6BS-5 6BS-6
堀口日茉莉③ 橋本凌太朗 本村乙喜
(植柳ジュニア) (汐風光) (千丁Ｊｒ)

諸岡遼
(いずかし)

12:50 6BS-7 6BS-8 6BS-9 6BS-10 6BS-11 6BS-12 5BS-6 5BS-7 5BS-8 5BS-9
興梠楓茉 西村勇紀 平田陽大 小林冬雅 丸塚浩真 梅津淳平 志戸煌人
(代陽Ｊｒ) (鏡ジュニア) (八千把) (麦島Ｊｒ) (八代ジュニア) (汐風光) (宮地Ｊｒ)
植里夏己 岩﨑皓生 杉本天河 鳥江康介 岩本琥大 古嶋蓮 森田理孔
(千丁Ｊｒ) (ＩＢＣ) (千丁Ｊｒ) (千丁Ｊｒ) (植柳ジュニア) (代陽っ子) (水曜クラブ)

13:10 5BS-10 5BS-11 5BS-12 5BS-13 4BS-3 4BS-4 6GS-37 6GS-38 6GS-39 6GS-40
森下善吏 岩本旺祐 杉本紅葉 岩田斡 岸野正和
(宮地Ｊｒ) (汐風光) (千丁Ｊｒ) (水曜クラブ) (麦島Ｊｒ)

福田航大 中井悠聖 坂本一真 末富大翔 秋吉蒼佑
(麦島ＢＣ) (汐風光) (八代ジュニア) (植柳ジュニア) (代陽Ｊｒ)

13:30 6GS-41 6GS-42 6GS-43 6GS-44 5GS-29 5GS-30 5GS-31 5GS-32 5GS-33 5GS-34

13:50 5GS-35 5GS-36 4GS-24 4GS-25 4GS-26 4GS-27 6BS-13 6BS-14 6BS-15 6BS-16

14:10 5BS-14 5BS-15 5BS-16 5BS-17 4BS-5 4BS-6 6GS-45 6GS-46 6GS-47 6GS-48
岩田斡 岸野正和

(水曜クラブ) (麦島Ｊｒ)
秋吉蒼佑 末富大翔
(代陽Ｊｒ) (植柳ジュニア)

14:30 5GS-37 5GS-38 5GS-39 5GS-40 4GS-28 4GS-29 6BS-17 6BS-18 5BS-18 5BS-19

14:50 6GS-49 6GS-50 5GS-41 5GS-42 4GS-決勝 6BS-決勝 5BS-決勝

15:10 6GS-決勝 5GS-決勝

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者
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