
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
09:00 BU12D-A-1 BU12D-A-2 GU12D-A-1 GU12D-A-2 GU12D-B-1 GU12D-B-2 GU12D-C-1 GU12D-C-2 BU12D-B-1 BU12D-B-2

ＢＡＩ・ＨＵ 松井・羽賀 ＦＵ・ＪＩＮ 山本・中根 ＺＨＡＮＧ・ＷＡＮＧ 鈴木・沼田 ＳＵＴＴＨＩＶＩＲＩＹＡＫＵＬ・原口 山中・森田 ＪＡＩＲＡＫＳＡＮＴＩＳＵＫ・ＢＯＯＮＭＡＫ 服部・田口
(中国) (福井県･新潟県) (中国) (愛知県) (中国) (埼玉県) (タイ王国（ＢＴＹ）･鹿児島県) (東京都) (タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県)

田中・山本 横須賀・山下 伴野・谷門 小林・今井 ＳＯＭＰＯＣＨ・ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫ 秋葉・萩原 清水・白澤 小林・澁原 ＣＨＥＮ・杉山 渡邊・山本
(富山県) (埼玉県) (東京都･鹿児島県) (埼玉県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (東京都) (愛知県) (茨城県) (中国･滋賀県) (愛知県)

09:30 BU15D-1 BU15D-2 BU15D-3 GU15D-1 GU15D-2 GU15D-3 BU12D-C-1 BU12D-C-2
ＨＵ・ＣＨＥＮ 杤・前田 ＸＩＡ・安間 ＹＡＮ・ＬＵ 山本・永平 永渕・永渕 池田・諸岡 芳賀・高橋

(中国) (埼玉県) (中国) (中国) (愛知県) (佐賀県) (愛知県) (長野県)
小堀・三田 小宮・矢部 藤谷・西村 松本・吉岡 白澤・葭田 山下・横須賀 ＪＡＭＴＵＢＴＩＭ・藤城 小島・太田
(埼玉県) (山梨県) (石川県) (大阪府) (愛知県) (埼玉県) (タイ王国（ＫｒｕｎｇＫａｏ）) (埼玉県)

10:00 BU12D-A-3 BU12D-A-4 GU12D-A-3 GU12D-A-4 GU12D-B-3 GU12D-B-4 GU12D-C-3 GU12D-C-4
本橋・小柳 ＢＡＩ・ＨＵ 山口・宮本 ＦＵ・ＪＩＮ 稲垣・鈴川 ＺＨＡＮＧ・ＷＡＮＧ ＣＨＥＮ・ＺＨＡＯ ＳＵＴＴＨＩＶＩＲＩＹＡＫＵＬ・原口

(東京都) (中国) (東京都) (中国) (愛知県) (中国) (中国) (タイ王国（ＢＴＹ）･鹿児島県)

田中・山本 横須賀・山下 伴野・谷門 小林・今井 ＳＯＭＰＯＣＨ・ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫ 秋葉・萩原 清水・白澤 小林・澁原
(富山県) (埼玉県) (東京都･鹿児島県) (埼玉県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (東京都) (愛知県) (茨城県)

10:30 BU15D-4 BU15D-5 BU15D-6 GU15D-4 GU15D-5 GU15D-6 BU12D-B-3 BU12D-B-4
ＨＵ・ＣＨＥＮ 藤谷・西村 ＸＩＡ・安間 ＹＡＮ・ＬＵ 山下・横須賀 永渕・永渕 ＪＡＩＲＡＫＳＡＮＴＩＳＵＫ・ＢＯＯＮＭＡＫ 服部・田口

(中国) (石川県) (中国) (中国) (埼玉県) (佐賀県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (埼玉県)
小宮・矢部 小堀・三田 杤・前田 白澤・葭田 松本・吉岡 山本・永平 渡邊・山本 ＣＨＥＮ・杉山

(山梨県) (埼玉県) (埼玉県) (愛知県) (大阪府) (愛知県) (愛知県) (中国･滋賀県)

11:00 BU12D-A-5 BU12D-A-6 GU12D-A-5 GU12D-A-6 GU12D-B-5 GU12D-B-6 GU12D-C-5 GU12D-C-6 BU12D-C-3 BU12D-C-4
松井・羽賀 ＢＡＩ・ＨＵ 山本・中根 ＦＵ・ＪＩＮ 鈴木・沼田 ＺＨＡＮＧ・ＷＡＮＧ 山中・森田 ＳＵＴＴＨＩＶＩＲＩＹＡＫＵＬ・原口 池田・諸岡 芳賀・高橋

(福井県･新潟県) (中国) (愛知県) (中国) (埼玉県) (中国) (東京都) (タイ王国（ＢＴＹ）･鹿児島県) (愛知県) (長野県)
田中・山本 本橋・小柳 伴野・谷門 山口・宮本 ＳＯＭＰＯＣＨ・ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫ 稲垣・鈴川 清水・白澤 ＣＨＥＮ・ＺＨＡＯ 小島・太田 ＪＡＭＴＵＢＴＩＭ・藤城

(富山県) (東京都) (東京都･鹿児島県) (東京都) (タイ王国（ＢＴＹ）) (愛知県) (愛知県) (中国) (埼玉県) (タイ王国（ＫｒｕｎｇＫａｏ）)

11:30 BU15D-7 BU15D-8 BU15D-9 GU15D-7 GU15D-8 GU15D-9
ＨＵ・ＣＨＥＮ 藤谷・西村 ＸＩＡ・安間 ＹＡＮ・ＬＵ 山下・横須賀 永渕・永渕

(中国) (石川県) (中国) (中国) (埼玉県) (佐賀県)
杤・前田 小宮・矢部 小堀・三田 山本・永平 白澤・葭田 松本・吉岡
(埼玉県) (山梨県) (埼玉県) (愛知県) (愛知県) (大阪府)

12:00 BU12D-A-7 BU12D-A-8 GU12D-A-7 GU12D-A-8 GU12D-B-7 GU12D-B-8 GU12D-C-7 GU12D-C-8 BU12D-B-5 BU12D-B-6
松井・羽賀 横須賀・山下 山本・中根 小林・今井 鈴木・沼田 秋葉・萩原 山中・森田 小林・澁原 ＪＡＩＲＡＫＳＡＮＴＩＳＵＫ・ＢＯＯＮＭＡＫ 渡邊・山本

(福井県･新潟県) (埼玉県) (愛知県) (埼玉県) (埼玉県) (東京都) (東京都) (茨城県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (愛知県)
本橋・小柳 田中・山本 山口・宮本 伴野・谷門 稲垣・鈴川 ＳＯＭＰＯＣＨ・ＰＨＩＣＨＩＴＰＲＥＥＣＨＡＳＡＫ ＣＨＥＮ・ＺＨＡＯ 清水・白澤 服部・田口 ＣＨＥＮ・杉山

(東京都) (富山県) (東京都) (東京都･鹿児島県) (愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）) (中国) (愛知県) (埼玉県) (中国･滋賀県)

12:30 BU15D-10 BU15D-11 BU15D-12 GU15D-10 GU15D-11 GU15D-12 BU12D-C-5 BU12D-C-6
ＨＵ・ＣＨＥＮ 杤・前田 ＸＩＡ・安間 ＹＡＮ・ＬＵ 山本・永平 永渕・永渕 池田・諸岡 小島・太田

(中国) (埼玉県) (中国) (中国) (愛知県) (佐賀県) (愛知県) (埼玉県)
藤谷・西村 小堀・三田 小宮・矢部 山下・横須賀 松本・吉岡 白澤・葭田 芳賀・高橋 ＪＡＭＴＵＢＴＩＭ・藤城

(石川県) (埼玉県) (山梨県) (埼玉県) (大阪府) (愛知県) (長野県) (タイ王国（ＫｒｕｎｇＫａｏ）)

13:00 BU12D-A-9 BU12D-A-10 GU12D-A-9 GU12D-A-10 GU12D-B-9 GU12D-B-10 GU12D-C-9 GU12D-C-10
ＢＡＩ・ＨＵ 本橋・小柳 ＦＵ・ＪＩＮ 山口・宮本 ＺＨＡＮＧ・ＷＡＮＧ 稲垣・鈴川 ＳＵＴＴＨＩＶＩＲＩＹＡＫＵＬ・原口 ＣＨＥＮ・ＺＨＡＯ

(中国) (東京都) (中国) (東京都) (中国) (愛知県) (タイ王国（ＢＴＹ）･鹿児島県) (中国)
松井・羽賀 横須賀・山下 山本・中根 小林・今井 鈴木・沼田 秋葉・萩原 山中・森田 小林・澁原

(福井県･新潟県) (埼玉県) (愛知県) (埼玉県) (埼玉県) (東京都) (東京都) (茨城県)

13:30 BU15D-13 BU15D-14 BU15D-15 GU15D-13 GU15D-14 GU15D-15
ＨＵ・ＣＨＥＮ 藤谷・西村 小宮・矢部 ＹＡＮ・ＬＵ 山下・横須賀 白澤・葭田

(中国) (石川県) (山梨県) (中国) (埼玉県) (愛知県)
ＸＩＡ・安間 杤・前田 小堀・三田 永渕・永渕 山本・永平 松本・吉岡

(中国) (埼玉県) (埼玉県) (佐賀県) (愛知県) (大阪府)

14:00 BU12DF-1 GU12DF-1

15:00 BU12DF-2 GU12DF-2

16:00 BU12DF-3 GU12DF-3

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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