
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 BU9S-4 BU9S-5 BU9S-6 BU12S-A-1 BU12S-A-2 BU15S-A-1 BU15S-A-2 BU15S-A-3 BU15S-B-1 BU15S-B-2

小林直樹 筏井孔晟 山下凛々人 ＢＡＩＱＩＮＹＵＡＮ 猿田唯翔 ＸＩＡＹＩ 小宮大空 ＨＵＺＨＥ ＣＨＥＮＺＨＩＧＵＯ 安間亮太
(茨城県) (富山県) (埼玉県) (中国) (長野県) (中国) (山梨県) (中国) (中国) (山梨県)
内山渉夢 稲垣遥翔 青山遙翔 山本櫂利 吉田琉之助 矢部優空 三田史向 東出晄朱 横井雄太 小堀善平
(三重県) (愛知県) (岡山県) (愛知県) (新潟県) (山梨県) (埼玉県) (石川県) (愛知県) (埼玉県)

10:00 GU12S-A-1 GU12S-A-2 GU15S-A-1 GU15S-A-2 BU12S-B-1 BU12S-B-2 BU12S-C-1 BU12S-C-2 BU12S-D-1 BU12S-D-2
ＦＵＸＩＮＹＩ 徳竹陽菜乃 ＹＡＮＸＩＡＯＸＩ 菅原朱音 ＨＵＸＵＡＮＣＨＡＮＧ 小島洸翔 ＪＡＩＲＡＫＳＡＮＴＩＳＵＫＮＡＴＴＡＷＡＴ 前田昊 田中公陽 藤澤俊希

(中国) (長野県) (中国) (埼玉県) (中国) (埼玉県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県) (富山県) (長野県)
鈴川結菜 ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫＡＮＹＡＰＡＴ 伊藤由珠 松本晴愛 赤羽草太 渡邊楓雅 本橋侑直 筏井英嘉 横須賀蒼埜 諸岡泰晟
(愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県) (大阪府) (長野県) (愛知県) (愛知県) (富山県) (埼玉県) (愛知県)

10:30 BU12S-E-1 BU12S-E-2 BU12S-F-1 BU12S-F-2 BU12S-G-1 BU12S-G-2 BU12S-H-1 BU12S-H-2 GU9S-A-1 GU9S-A-2
藤城武之輔 高畑羽琉 ＪＡＭＴＵＢＴＩＭＰＡＮＮＡＷＡＴ 杉山楓 羽賀晴人 ＣＨＥＮＨＡＯＹＩ ＢＯＯＮＭＡＫＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 吉田虎太郎 本橋歩奈 篠原美結
(東京都) (富山県) (タイ王国（ＫｒｕｎｇＫａｏ）) (滋賀県) (新潟県) (中国) (タイ王国（ＢＴＹ）) (新潟県) (愛知県) (長野県)
松井優斗 澤頭柊 高橋優希 田口諒之介 山本大翔 池田晴 芳賀凛成 太田響 前田玲 相原乙芭
(福井県) (岐阜県) (長野県) (埼玉県) (富山県) (愛知県) (長野県) (埼玉県) (埼玉県) (三重県)

11:00 GU9S-B-1 GU9S-B-2 GU12S-B-1 GU12S-B-2 GU12S-D-1 GU12S-D-2 GU12S-E-1 GU12S-E-2 BU9S-1 BU9S-2
渡邊佳蓮 黒田遥香 ＪＩＮＳＨＵＭＥＮＧ 良知さあや 鈴木日埜 ＺＨＡＮＧＹＵＸＵＡＮ 谷門優真 小海陽菜 小林直樹 青山遙翔
(愛知県) (静岡県) (中国) (静岡県) (埼玉県) (中国) (鹿児島県) (長野県) (茨城県) (岡山県)
中野日麗 濵見杏奈 今井美花 中根千夏 ＳＵＴＴＨＩＶＩＲＩＹＡＫＵＬＰＩＭＣＨＡＮＯＫ 稲垣凛 ＷＡＮＧＪＩＡＹＵＥ 山中杏哩 稲垣遥翔 内山渉夢
(群馬県) (愛知県) (埼玉県) (愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (愛知県) (中国) (東京都) (愛知県) (三重県)

11:30 BU9S-3 BU12S-A-3 BU12S-A-4 BU15S-A-4 BU15S-A-5 BU15S-A-6 BU15S-B-3 BU15S-B-4 GU12S-A-3 GU12S-A-4
山下凛々人 服部有悟 ＢＡＩＱＩＮＹＵＡＮ ＸＩＡＹＩ 東出晄朱 ＨＵＺＨＥ 杤慶太 ＣＨＥＮＺＨＩＧＵＯ 沼田妹子 ＦＵＸＩＮＹＩ
(埼玉県) (埼玉県) (中国) (中国) (石川県) (中国) (埼玉県) (中国) (埼玉県) (中国)
筏井孔晟 山本櫂利 吉田琉之助 三田史向 矢部優空 小宮大空 横井雄太 小堀善平 鈴川結菜 ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫＡＮＹＡＰＡＴ

(富山県) (愛知県) (新潟県) (埼玉県) (山梨県) (山梨県) (愛知県) (埼玉県) (愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）)

12:00 GU15S-A-3 GU15S-A-4 GU12S-C-1 GU12S-C-2 GU12S-F-1 GU12S-F-2 GU12S-G-1 GU12S-G-2 GU15S-B-1 GU15S-B-2
山本優樹 ＹＡＮＸＩＡＯＸＩ 永渕友梨華 佐藤空菜 ＳＯＭＰＯＣＨＲＡＴＮＡＣＨＡ 山本優愛 原口倖歩 伴野碧唯 ＬＵＺＩＹＵＥ 佐藤千風
(愛知県) (中国) (佐賀県) (埼玉県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (愛知県) (鹿児島県) (東京都) (中国) (埼玉県)
伊藤由珠 松本晴愛 森田七海 ＺＨＡＯＹＵＸＩ 西東紅咲 櫻井梨香 小林綾音 ＣＨＥＮＳＩＨＡＮ 山下希々葉 吉岡葉菜
(埼玉県) (大阪府) (東京都) (中国) (石川県) (埼玉県) (埼玉県) (中国) (埼玉県) (大阪府)

12:30 GU15S-C-1 GU15S-C-2 BU12S-B-3 BU12S-B-4 BU12S-C-3 BU12S-C-4 BU12S-D-3 BU12S-D-4 BU12S-E-3 BU12S-E-4
永渕妃香 永平美月 ＨＵＸＵＡＮＣＨＡＮＧ 小島洸翔 ＪＡＩＲＡＫＳＡＮＴＩＳＵＫＮＡＴＴＡＷＡＴ 前田昊 田中公陽 藤澤俊希 藤城武之輔 高畑羽琉
(佐賀県) (愛知県) (中国) (埼玉県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県) (富山県) (長野県) (東京都) (富山県)
澤頭聖 横須賀葵成 渡邊楓雅 赤羽草太 筏井英嘉 本橋侑直 諸岡泰晟 横須賀蒼埜 澤頭柊 松井優斗
(岐阜県) (埼玉県) (愛知県) (長野県) (富山県) (愛知県) (愛知県) (埼玉県) (岐阜県) (福井県)

13:00 BU12S-F-3 BU12S-F-4 BU12S-G-3 BU12S-G-4 BU12S-H-3 BU12S-H-4 BU9S-7 BU9S-8 BU9S-9 BU12S-A-5
ＪＡＭＴＵＢＴＩＭＰＡＮＮＡＷＡＴ 杉山楓 羽賀晴人 ＣＨＥＮＨＡＯＹＩ ＢＯＯＮＭＡＫＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 吉田虎太郎 小林直樹 筏井孔晟 山下凛々人 猿田唯翔
(タイ王国（ＫｒｕｎｇＫａｏ）) (滋賀県) (新潟県) (中国) (タイ王国（ＢＴＹ）) (新潟県) (茨城県) (富山県) (埼玉県) (長野県)
田口諒之介 高橋優希 池田晴 山本大翔 太田響 芳賀凛成 青山遙翔 内山渉夢 稲垣遥翔 山本櫂利
(埼玉県) (長野県) (愛知県) (富山県) (埼玉県) (長野県) (岡山県) (三重県) (愛知県) (愛知県)

13:30 BU12S-A-6 BU15S-A-7 BU15S-A-8 BU15S-A-9 BU15S-B-5 BU15S-B-6 GU12S-A-5 GU12S-A-6 GU15S-A-5 GU15S-A-6
ＢＡＩＱＩＮＹＵＡＮ ＸＩＡＹＩ 東出晄朱 ＨＵＺＨＥ 安間亮太 ＣＨＥＮＺＨＩＧＵＯ 徳竹陽菜乃 ＦＵＸＩＮＹＩ 菅原朱音 ＹＡＮＸＩＡＯＸＩ

(中国) (中国) (石川県) (中国) (山梨県) (中国) (長野県) (中国) (埼玉県) (中国)
服部有悟 小宮大空 三田史向 矢部優空 横井雄太 杤慶太 鈴川結菜 沼田妹子 伊藤由珠 山本優樹
(埼玉県) (山梨県) (埼玉県) (山梨県) (愛知県) (埼玉県) (愛知県) (埼玉県) (埼玉県) (愛知県)

14:00 GU9S-A-3 GU9S-A-4 GU9S-B-3 GU9S-B-4 GU12S-B-3 GU12S-B-4 GU12S-C-3 GU12S-C-4 GU12S-D-3 GU12S-D-4
本橋歩奈 篠原美結 渡邊佳蓮 黒田遥香 ＪＩＮＳＨＵＭＥＮＧ 良知さあや 永渕友梨華 佐藤空菜 鈴木日埜 ＺＨＡＮＧＹＵＸＵＡＮ

(愛知県) (長野県) (愛知県) (静岡県) (中国) (静岡県) (佐賀県) (埼玉県) (埼玉県) (中国)
相原乙芭 前田玲 濵見杏奈 中野日麗 中根千夏 今井美花 ＺＨＡＯＹＵＸＩ 森田七海 稲垣凛 ＳＵＴＴＨＩＶＩＲＩＹＡＫＵＬＰＩＭＣＨＡＮＯＫ

(三重県) (埼玉県) (愛知県) (群馬県) (愛知県) (埼玉県) (中国) (東京都) (愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）)

14:30 GU12S-E-3 GU12S-E-4 GU12S-F-3 GU12S-F-4 GU12S-G-3 GU12S-G-4 GU15S-B-3 GU15S-B-4 GU15S-C-3 GU15S-C-4
谷門優真 小海陽菜 ＳＯＭＰＯＣＨＲＡＴＮＡＣＨＡ 山本優愛 原口倖歩 伴野碧唯 ＬＵＺＩＹＵＥ 佐藤千風 永渕妃香 永平美月
(鹿児島県) (長野県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (愛知県) (鹿児島県) (東京都) (中国) (埼玉県) (佐賀県) (愛知県)
山中杏哩 ＷＡＮＧＪＩＡＹＵＥ 櫻井梨香 西東紅咲 ＣＨＥＮＳＩＨＡＮ 小林綾音 吉岡葉菜 山下希々葉 横須賀葵成 澤頭聖
(東京都) (中国) (埼玉県) (石川県) (中国) (埼玉県) (大阪府) (埼玉県) (埼玉県) (岐阜県)

15:00 BU12S-B-5 BU12S-B-6 BU12S-C-5 BU12S-C-6 BU9S-10 BU9S-11 BU9S-12 BU12S-A-7 BU12S-A-8 BU15S-A-10
ＨＵＸＵＡＮＣＨＡＮＧ 渡邊楓雅 ＪＡＩＲＡＫＳＡＮＴＩＳＵＫＮＡＴＴＡＷＡＴ 筏井英嘉 小林直樹 青山遙翔 山下凛々人 猿田唯翔 吉田琉之助 ＸＩＡＹＩ

(中国) (愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (富山県) (茨城県) (岡山県) (埼玉県) (長野県) (新潟県) (中国)
小島洸翔 赤羽草太 前田昊 本橋侑直 筏井孔晟 稲垣遥翔 内山渉夢 服部有悟 山本櫂利 東出晄朱
(埼玉県) (長野県) (埼玉県) (愛知県) (富山県) (愛知県) (三重県) (埼玉県) (愛知県) (石川県)

15:30 BU15S-A-11 BU15S-A-12 GU12S-A-7 GU12S-A-8 GU15S-A-7 GU15S-A-8 BU15S-B-7 BU15S-B-8 BU12S-D-5 BU12S-D-6
小宮大空 ＨＵＺＨＥ 徳竹陽菜乃 ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫＡＮＹＡＰＡＴ 菅原朱音 松本晴愛 安間亮太 小堀善平 田中公陽 諸岡泰晟
(山梨県) (中国) (長野県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県) (大阪府) (山梨県) (埼玉県) (富山県) (愛知県)
矢部優空 三田史向 沼田妹子 鈴川結菜 山本優樹 伊藤由珠 杤慶太 横井雄太 藤澤俊希 横須賀蒼埜
(山梨県) (埼玉県) (埼玉県) (愛知県) (愛知県) (埼玉県) (埼玉県) (愛知県) (長野県) (埼玉県)

16:00 BU12S-E-5 BU12S-E-6 BU12S-F-5 BU12S-F-6 BU12S-G-5 BU12S-G-6 BU12S-H-5 BU12S-H-6 GU9S-A-5 GU9S-A-6
藤城武之輔 澤頭柊 ＪＡＭＴＵＢＴＩＭＰＡＮＮＡＷＡＴ 田口諒之介 羽賀晴人 池田晴 ＢＯＯＮＭＡＫＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 太田響 本橋歩奈 相原乙芭
(東京都) (岐阜県) (タイ王国（ＫｒｕｎｇＫａｏ）) (埼玉県) (新潟県) (愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県) (愛知県) (三重県)
高畑羽琉 松井優斗 杉山楓 高橋優希 ＣＨＥＮＨＡＯＹＩ 山本大翔 吉田虎太郎 芳賀凛成 篠原美結 前田玲
(富山県) (福井県) (滋賀県) (長野県) (中国) (富山県) (新潟県) (長野県) (長野県) (埼玉県)

16:30 GU9S-B-5 GU9S-B-6 GU12S-B-5 GU12S-B-6 GU12S-C-5 GU12S-C-6 GU12S-D-5 GU12S-D-6 GU12S-E-5 GU12S-E-6
渡邊佳蓮 濵見杏奈 ＪＩＮＳＨＵＭＥＮＧ 中根千夏 永渕友梨華 ＺＨＡＯＹＵＸＩ 鈴木日埜 稲垣凛 谷門優真 山中杏哩
(愛知県) (愛知県) (中国) (愛知県) (佐賀県) (中国) (埼玉県) (愛知県) (鹿児島県) (東京都)
黒田遥香 中野日麗 良知さあや 今井美花 佐藤空菜 森田七海 ＺＨＡＮＧＹＵＸＵＡＮ ＳＵＴＴＨＩＶＩＲＩＹＡＫＵＬＰＩＭＣＨＡＮＯＫ 小海陽菜 ＷＡＮＧＪＩＡＹＵＥ

(静岡県) (群馬県) (静岡県) (埼玉県) (埼玉県) (東京都) (中国) (タイ王国（ＢＴＹ）) (長野県) (中国)

17:00 GU12S-F-5 GU12S-F-6 GU12S-G-5 GU12S-G-6 GU15S-B-5 GU15S-B-6 GU15S-C-5 GU15S-C-6 BU9S-13 BU9S-14
ＳＯＭＰＯＣＨＲＡＴＮＡＣＨＡ 櫻井梨香 原口倖歩 ＣＨＥＮＳＩＨＡＮ ＬＵＺＩＹＵＥ 吉岡葉菜 永渕妃香 横須賀葵成 小林直樹 筏井孔晟
(タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県) (鹿児島県) (中国) (中国) (大阪府) (佐賀県) (埼玉県) (茨城県) (富山県)

山本優愛 西東紅咲 伴野碧唯 小林綾音 佐藤千風 山下希々葉 永平美月 澤頭聖 山下凛々人 青山遙翔
(愛知県) (石川県) (東京都) (埼玉県) (埼玉県) (埼玉県) (愛知県) (岐阜県) (埼玉県) (岡山県)

17:30 BU9S-15 BU12S-A-9 BU12S-A-10 BU15S-A-13 BU15S-A-14 BU15S-A-15 BU15S-B-9 BU15S-B-10 GU12S-A-9 GU12S-A-10
内山渉夢 ＢＡＩＱＩＮＹＵＡＮ 服部有悟 ＸＩＡＹＩ 東出晄朱 三田史向 ＣＨＥＮＺＨＩＧＵＯ 杤慶太 ＦＵＸＩＮＹＩ 沼田妹子
(三重県) (中国) (埼玉県) (中国) (石川県) (埼玉県) (中国) (埼玉県) (中国) (埼玉県)
稲垣遥翔 猿田唯翔 吉田琉之助 ＨＵＺＨＥ 小宮大空 矢部優空 安間亮太 小堀善平 徳竹陽菜乃 ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫＡＮＹＡＰＡＴ

(愛知県) (長野県) (新潟県) (中国) (山梨県) (山梨県) (山梨県) (埼玉県) (長野県) (タイ王国（ＢＴＹ）)

18:00 GU15S-A-9 GU15S-A-10
ＹＡＮＸＩＡＯＸＩ 山本優樹

(中国) (愛知県)
菅原朱音 松本晴愛
(埼玉県) (大阪府)

北アルプスオープン2019　　　令和元年７月１３日

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

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者


