
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 11コート 12コート 13コート

09:30 BU15S-A-1 BU15S-A-2 BU15S-B-1 BU15S-B-2 BU15S-C-1 BU15S-D-1 BU15S-E-1 BU15S-F-1 BU15S-G-1 BU15S-H-1 GU10S-A-1 GU10S-A-2 GU10S-B-1
ＺｈｕＸｕａｎＣｈｅｎ 三石達万 ＪｉａｎｃｏｎｇＬＩＡＮＧ 山田航平 小林倫太朗 武井凜生 ＹａｎｇＳｈｅｎＩｉｎ 永渕雄大 吉田翼 ＧｕａｎｍｉｎｇＭＡＩ

ＱｉｕｔｉｎｇＳＵ 木全希羽 原口倖歩
(中国湖北) (長野県) (中国広州) (長野県) (福島県) (福島県) (中国湖北) (佐賀県) (福島県) (中国広州) (中国広州) (岐阜県) (鹿児島県)
小泉瑛慈 松尾駿 小笠原陸斗 藤沼拓 三觜悠人 立野楓稀 伊藤優太 池田亘輝 望月皓成 内河柊介 沖本愛音 吉永梨乃 眞鍋杏
(東京都) (福島県) (神奈川県) (栃木県) (福井県) (岡山県) (長野県) (岡山県) (長野県) (長野県) (広島県) (愛知県) (千葉県)

10:00 BU15S-I-1 BU15S-J-1 BU15S-K-1 BU15S-L-1 BU15S-M-1 BU15S-N-1 BU15S-O-1 BU12S-A-1 BU12S-A-2 BU12S-B-1 GU10S-B-2 GU10S-C-1 GU10S-D-1
ＺｈｅｎｈｏｎｇＤＥＮＧ 小宮大空 齋藤広 荻原聖也 山元雄太 ＦｅｎｇＣｈｅｎｓｈｉ

ＺｈｏｕＹｉｆｅｎｇ ＡＤＩＳＡＫ 中島優希 ＳＡＲＵＮ 藤田心麦 ＱｉｕｘｕｎＳＵ 永渕友梨華
(中国広州) (東京都) (福島県) (福島県) (鹿児島県) (中国湖北) (中国湖北) (タイ) (長野県) (タイ) (長野県) (中国広州) (佐賀県)
大和真拓 南茂斗羽 川端真人 櫻井煌介 中野文哉 渡邉快優 堂薗泰成 中川遼祐 氷見晃太 澤口諒飛 東江走 山崎咲七 手塚陽菜乃
(長野県) (福井県) (神奈川県) (栃木県) (福井県) (新潟県) (東京都) (三重県) (富山県) (長野県) (岐阜県) (静岡県) (長野県)

10:30 BU12S-C-1 BU12S-D-1 BU12S-E-1 BU12S-F-1 BU12S-G-1 BU12S-H-1 BU12S-I-1 BU12S-J-1 BU12S-K-1 BU12S-L-1 GU10S-E-1 GU10S-F-1 GU10S-G-1
ＣＨＡＹＡＫＯＲＮ

ＥＡＫＡＮＡＴＨ 嵐翔麻 水谷友弥 山下歩睦 丸山雷真 南智郎 種村音輝 小山柊冴 増井翔大 ＹｅｙｉＬＩ ＰＩＭＣＨＡＮＯＫ ＫｏｎｇｗｅｉＬＩ

(タイ) (タイ) (広島県) (東京都) (岡山県) (静岡県) (福井県) (長野県) (長野県) (富山県) (中国広州) (タイ) (中国広州)
宮川力也 唐木伸 江口幸輝 坂口貴嗣 栗野朝陽 田中天祥 松田彪雅 河村奏太 田上翔和 荒井輝 丸山日花里 松田しいな 渋田見奏穂
(福井県) (長野県) (東京都) (三重県) (埼玉県) (福井県) (岐阜県) (富山県) (熊本県) (石川県) (長野県) (岐阜県) (長野県)

11:00 BU12S-M-1 BU12S-N-1 BU12S-O-1 GU15S-A-1 GU15S-B-1 GU15S-C-1 GU15S-D-1 GU15S-E-1 GU15S-F-1 GU15S-G-1 GU10S-H-1 GU10S-I-1 BU10S-A-1
ＨｏｎｇｈｕｎＳＵ 赤羽草太 村田誠一郎 ＬｉｕＳＩｉｍｉｎｇ

ＷａｎｇＹｉｄａｎ

ＶａｎｅｓｓａＯｎｇｃｈｉｎｇｓｈｕｅｎ ＢａｉＹｕｎ ＡｍａｎｄａＫ 杉山薫 ＲａｃｈａｅｌＬ ＡＮＹＡＰＡＴ 山下羽奈 寺西怜生
(中国広州) (長野県) (長野県) (中国湖北) (中国湖北) (シンガポール) (シンガポール) (シンガポール) (福島県) (シンガポール) (タイ) (三重県) (愛知県)
田中伶音 中谷昌幸 阿部学斗 原咲織 福田眞由子 小林茉莉花 橋本胡々杏 小澤梨恋 河村美乃里 小海渚 武仲沙緒莉 伊藤佑華 ＸＩＦａｎＨＵＡＮＧ

(富山県) (富山県) (北海道) (長野県) (栃木県) (長野県) (岐阜県) (長野県) (富山県) (長野県) (岐阜県) (愛知県) (中国広州)

11:30 GU15S-H-1 GU15S-I-1 GU15S-J-1 GU15S-K-1 GU15S-L-1 GU15S-M-1 GU15S-N-1 GU15S-O-1 GU12S-A-1 GU12S-A-2 BU10S-A-2 BU10S-B-1 BU10S-C-1
ＣｈａｒＩｙｎＫ 永渕妃香 田部真唯 Ｃｌａｒｉｃｅｔ 小野涼奈 代田楓子 中村姫那美 ＪｅｓｓＴａｎ ＸｉｏｎｇＱｉｎｇｘｉｎ 倉科百花 山名悠史 ＸｉｎｇｄｅＺＨＡＯ ＹａｎｇＬＩ

(シンガポール) (佐賀県) (福島県) (シンガポール) (福島県) (長野県) (長野県) (シンガポール) (中国湖北) (長野県) (滋賀県) (中国広州) (中国広州)
森天瞳 遠藤夏那 松井収那 水上想世 江見乃羽 加藤想来 藤田美咲 原七海 藤沼麗 村中陽花 若林夏輝 五十田敦晴 小池透敦

(岡山県) (長野県) (富山県) (長野県) (岡山県) (栃木県) (東京都) (三重県) (栃木県) (富山県) (長野県) (高知県) (長野県)

12:00 GU12S-B-1 GU12S-C-1 GU12S-D-1 GU12S-E-1 GU12S-F-1 GU12S-G-1 GU12S-H-1 GU12S-I-1 GU12S-J-1 GU12S-K-1 BU10S-D-1 BU10S-E-1 BU10S-F-1
ＷＡＲＩＳＡＲＡ 砂川温香 ＰＨＡＴＨＡＲＡＰＯＲＮ 眞鍋柚 ＺｈｏｕＪｉａｒｕｉ 柏瀬百音 ＳＡＲＵＮＲＡＫ 高橋咲 山本優樹 ＮＯＮＴＨＡＰＯＲＮ

ＹｉｆａｎＴＡＮ 城戸友翔 ＪｉｎｈｕａＰＡＮＧ

(タイ) (千葉県) (タイ) (千葉県) (中国湖北) (群馬県) (タイ) (富山県) (愛知県) (タイ) (中国広州) (東京都) (中国広州)
山田伊吹 石田ノア 所子田有優 小山未來 小渕彩乃 河端葵 古谷遙夏 東玲美 中村夏穂 仁田深月 三井洸生 大澤希夢 三井健生
(長野県) (長野県) (鹿児島県) (栃木県) (長野県) (東京都) (岐阜県) (鹿児島県) (佐賀県) (茨城県) (富山県) (長野県) (富山県)

12:30 GU12S-L-1 GU12S-M-1 BU15S-A-3 BU15S-A-4 BU15S-B-3 BU15S-B-4 BU15S-C-2 BU15S-D-2 BU15S-E-2 BU15S-F-2 BU10S-G-1 GU10S-A-3 GU10S-A-4

望月里歩 海野ひより ＺｈｕＸｕａｎＣｈｅｎ 小泉瑛慈 ＪｉａｎｃｏｎｇＬＩＡＮＧ 小笠原陸斗 三觜悠人 立野楓稀 伊藤優太 池田亘輝 ＰＡＴＣＨＡＲＡＫＩＴ

ＱｉｕｔｉｎｇＳＵ 沖本愛音
(長野県) (長野県) (中国湖北) (東京都) (中国広州) (神奈川県) (福井県) (岡山県) (長野県) (岡山県) (タイ) (中国広州) (広島県)
渡邉未来 土屋和心美 三石達万 松尾駿 山田航平 藤沼拓 渡辺大暉 海端悦郎 矢部優空 森優樹 佐藤隆一郎 木全希羽 吉永梨乃
(新潟県) (東京都) (長野県) (福島県) (長野県) (栃木県) (長野県) (長野県) (東京都) (長野県) (東京都) (岐阜県) (愛知県)

13:00 BU15S-G-2 BU15S-H-2 BU15S-I-2 BU15S-J-2 BU15S-K-2 BU15S-L-2 BU15S-M-2 BU15S-N-2 BU15S-O-2 BU12S-A-3 GU10S-B-3 GU10S-B-4 GU10S-C-2

望月皓成 内河柊介 大和真拓 南茂斗羽 川端真人 櫻井煌介 中野文哉 渡邉快優 堂薗泰成 ＡＤＩＳＡＫ 原口倖歩 眞鍋杏 山崎咲七
(長野県) (長野県) (長野県) (福井県) (神奈川県) (栃木県) (福井県) (新潟県) (東京都) (タイ) (鹿児島県) (千葉県) (静岡県)
谷津央祐 宮川昴也 川端唯人 柳原一翔 菅原愁 江口翔一朗 石塚元 廣田巧 大垣空也 中島優希 藤田心麦 東江走 倉科京佳
(東京都) (福井県) (神奈川県) (岩手県) (東京都) (神奈川県) (愛知県) (東京都) (栃木県) (長野県) (長野県) (岐阜県) (長野県)

13:30 BU12S-A-4 BU12S-B-2 BU12S-C-2 BU12S-D-2 BU12S-E-2 BU12S-F-2 BU12S-G-2 BU12S-H-2 BU12S-I-2 BU12S-J-2 GU10S-D-2 GU10S-E-2 GU10S-F-2

中川遼祐 澤口諒飛 宮川力也 唐木伸 江口幸輝 坂口貴嗣 栗野朝陽 田中天祥 松田彪雅 河村奏太 手塚陽菜乃 丸山日花里 松田しいな
(三重県) (長野県) (福井県) (長野県) (東京都) (三重県) (埼玉県) (福井県) (岐阜県) (富山県) (長野県) (長野県) (岐阜県)
氷見晃太 川村陽日 白沢龍祐 原心之介 鎌田塁斗 山田修平 丸山拓海 市川拓海 中山颯太 坂本大地 佐々木可音 山本樹実 村田侑生
(富山県) (福井県) (長野県) (三重県) (福井県) (長野県) (石川県) (長野県) (三重県) (広島県) (鳥取県) (愛知県) (長野県)

14:00 BU12S-K-2 BU12S-L-2 BU12S-M-2 BU12S-N-2 BU12S-O-2 GU15S-A-2 GU15S-B-2 GU15S-C-2 GU15S-D-2 GU15S-E-2 GU10S-G-2 GU10S-H-2 GU10S-I-2

田上翔和 荒井輝 田中伶音 中谷昌幸 阿部学斗 原咲織 福田眞由子 小林茉莉花 橋本胡々杏 小澤梨恋 渋田見奏穂 武仲沙緒莉 伊藤佑華
(熊本県) (石川県) (富山県) (富山県) (北海道) (長野県) (栃木県) (長野県) (岐阜県) (長野県) (長野県) (岐阜県) (愛知県)
寺内遥大 沖本優大 江見友希 寺西情 松本啓吾 吉田葵 滝沢杏菜 長谷川未来 村田有彩 矢野茉歩 竹島みさと 実原凛奈 小山星来
(栃木県) (広島県) (岡山県) (愛知県) (三重県) (富山県) (長野県) (新潟県) (長野県) (富山県) (岐阜県) (長野県) (長野県)

14:30 GU15S-F-2 GU15S-G-2 GU15S-H-2 GU15S-I-2 GU15S-J-2 GU15S-K-2 GU15S-L-2 GU15S-M-2 GU15S-N-2 GU15S-O-2 BU10S-A-3 BU10S-A-4 BU10S-B-2

河村美乃里 小海渚 森天瞳 遠藤夏那 松井収那 水上想世 江見乃羽 加藤想来 藤田美咲 原七海 寺西怜生 ＸＩＦａｎＨＵＡＮＧ 五十田敦晴
(富山県) (長野県) (岡山県) (長野県) (富山県) (長野県) (岡山県) (栃木県) (東京都) (三重県) (愛知県) (中国広州) (高知県)
和田愛未 江見日和菜 藤岡章枝 舛木さくら 浅村梨緒 吉川天乃 荻沼由果梨 五十嵐夏穂 仁田麻登香 柏瀬倫佳 山名悠史 若林夏輝 森山羽空
(長野県) (岡山県) (長野県) (栃木県) (長野県) (岡山県) (長野県) (新潟県) (茨城県) (群馬県) (滋賀県) (長野県) (富山県)

北アルプスオープン2018　大町市運動公園総合体育館 平成３０年１月６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



15:00 GU12S-A-3 GU12S-A-4 GU12S-B-2 GU12S-C-2 GU12S-D-2 GU12S-E-2 GU12S-F-2 GU12S-G-2 GU12S-H-2 GU12S-I-2 BU10S-C-2 BU10S-D-2 BU10S-E-2
ＸｉｏｎｇＱｉｎｇｘｉｎ 藤沼麗 山田伊吹 石田ノア 所子田有優 小山未來 小渕彩乃 河端葵 古谷遙夏 東玲美 小池透敦 三井洸生 大澤希夢
(中国湖北) (栃木県) (長野県) (長野県) (鹿児島県) (栃木県) (長野県) (東京都) (岐阜県) (鹿児島県) (長野県) (富山県) (長野県)
倉科百花 村中陽花 戸部碧月 天野愛羽 稲原美称 伊東愛梨 遠藤美羽 曽雌玲那 山口あずさ 久保ひなた 福田駿平 戸谷倫太郎 ＰＡＮＮＡＣＨＡＩ

(長野県) (富山県) (千葉県) (新潟県) (長野県) (長野県) (栃木県) (栃木県) (長野県) (神奈川県) (神奈川県) (長野県) (タイ)

15:30 GU12S-J-2 GU12S-K-2 GU12S-L-2 GU12S-M-2 BU15S-A-5 BU15S-A-6 BU15S-B-5 BU15S-B-6 BU15S-C-3 BU15S-D-3 BU10S-F-2 BU10S-G-2 GU10S-A-5

中村夏穂 仁田深月 渡邉未来 土屋和心美 ＺｈｕＸｕａｎＣｈｅｎ 小泉瑛慈 ＪｉａｎｃｏｎｇＬＩＡＮＧ 小笠原陸斗 小林倫太朗 武井凜生 三井健生 佐藤隆一郎 ＱｉｕｔｉｎｇＳＵ

(佐賀県) (茨城県) (新潟県) (東京都) (中国湖北) (東京都) (中国広州) (神奈川県) (福島県) (福島県) (富山県) (東京都) (中国広州)
石﨑優海 森口心葉 隅田川花凜 柳原愛華 松尾駿 三石達万 藤沼拓 山田航平 渡辺大暉 海端悦郎 吉村勇輝 伊東優真 吉永梨乃
(富山県) (三重県) (東京都) (岩手県) (福島県) (長野県) (栃木県) (長野県) (長野県) (長野県) (岐阜県) (長野県) (愛知県)

16:00 BU15S-E-3 BU15S-F-3 BU15S-G-3 BU15S-H-3 BU15S-I-3 BU15S-J-3 BU15S-K-3 BU15S-L-3 BU15S-M-3 BU15S-N-3 GU10S-A-6 GU10S-B-5 GU10S-B-6
ＹａｎｇＳｈｅｎＩｉｎ 永渕雄大 吉田翼 ＧｕａｎｍｉｎｇＭＡＩ

ＺｈｅｎｈｏｎｇＤＥＮＧ 小宮大空 齋藤広 荻原聖也 山元雄太 ＦｅｎｇＣｈｅｎｓｈｉ 沖本愛音 原口倖歩 眞鍋杏
(中国湖北) (佐賀県) (福島県) (中国広州) (中国広州) (東京都) (福島県) (福島県) (鹿児島県) (中国湖北) (広島県) (鹿児島県) (千葉県)
矢部優空 森優樹 谷津央祐 宮川昴也 川端唯人 柳原一翔 菅原愁 江口翔一朗 石塚元 廣田巧 木全希羽 東江走 藤田心麦
(東京都) (長野県) (東京都) (福井県) (神奈川県) (岩手県) (東京都) (神奈川県) (愛知県) (東京都) (岐阜県) (岐阜県) (長野県)

16:30 BU15S-O-3 BU12S-A-5 BU12S-A-6 BU12S-B-3 BU12S-C-3 BU12S-D-3 BU12S-E-3 BU12S-F-3 BU12S-G-3 BU12S-H-3 GU10S-C-3 GU10S-D-3 GU10S-E-3
ＺｈｏｕＹｉｆｅｎｇ ＡＤＩＳＡＫ 中川遼祐 ＳＡＲＵＮ ＣＨＡＹＡＫＯＲＮ ＥＡＫＡＮＡＴＨ 嵐翔麻 水谷友弥 山下歩睦 丸山雷真 ＱｉｕｘｕｎＳＵ 永渕友梨華 ＹｅｙｉＬＩ

(中国湖北) (タイ) (三重県) (タイ) (タイ) (タイ) (広島県) (東京都) (岡山県) (静岡県) (中国広州) (佐賀県) (中国広州)
大垣空也 氷見晃太 中島優希 川村陽日 白沢龍祐 原心之介 鎌田塁斗 山田修平 丸山拓海 市川拓海 倉科京佳 佐々木可音 山本樹実
(栃木県) (富山県) (長野県) (福井県) (長野県) (三重県) (福井県) (長野県) (石川県) (長野県) (長野県) (鳥取県) (愛知県)

17:00 BU12S-I-3 BU12S-J-3 BU12S-K-3 BU12S-L-3 BU12S-M-3 BU12S-N-3 BU12S-O-3 GU15S-A-3 GU15S-B-3 GU15S-C-3 GU10S-F-3 GU10S-G-3 GU10S-H-3

南智郎 種村音輝 小山柊冴 増井翔大 ＨｏｎｇｈｕｎＳＵ 赤羽草太 村田誠一郎 ＬｉｕＳＩｉｍｉｎｇ ＷａｎｇＹｉｄａｎ ＶａｎｅｓｓａＯｎｇｃｈｉｎｇｓｈｕｅｎ ＰＩＭＣＨＡＮＯＫ ＫｏｎｇｗｅｉＬＩ ＡＮＹＡＰＡＴ

(福井県) (長野県) (長野県) (富山県) (中国広州) (長野県) (長野県) (中国湖北) (中国湖北) (シンガポール) (タイ) (中国広州) (タイ)
中山颯太 坂本大地 寺内遥大 沖本優大 江見友希 寺西情 松本啓吾 吉田葵 滝沢杏菜 長谷川未来 村田侑生 竹島みさと 実原凛奈
(三重県) (広島県) (栃木県) (広島県) (岡山県) (愛知県) (三重県) (富山県) (長野県) (新潟県) (長野県) (岐阜県) (長野県)

17:30 GU15S-D-3 GU15S-E-3 GU15S-F-3 GU15S-G-3 GU15S-H-3 GU15S-I-3 GU15S-J-3 GU15S-K-3 GU15S-L-3 GU15S-M-3 GU10S-I-3 BU10S-A-5 BU10S-A-6

ＢａｉＹｕｎ ＡｍａｎｄａＫ 杉山薫 ＲａｃｈａｅｌＬ ＣｈａｒＩｙｎＫ 永渕妃香 田部真唯 Ｃｌａｒｉｃｅｔ 小野涼奈 代田楓子 山下羽奈 寺西怜生 ＸＩＦａｎＨＵＡＮＧ

(シンガポール) (シンガポール) (福島県) (シンガポール) (シンガポール) (佐賀県) (福島県) (シンガポール) (福島県) (長野県) (三重県) (愛知県) (中国広州)
村田有彩 矢野茉歩 和田愛未 江見日和菜 藤岡章枝 舛木さくら 浅村梨緒 吉川天乃 荻沼由果梨 五十嵐夏穂 小山星来 若林夏輝 山名悠史
(長野県) (富山県) (長野県) (岡山県) (長野県) (栃木県) (長野県) (岡山県) (長野県) (新潟県) (長野県) (長野県) (滋賀県)

18:00 GU15S-N-3 GU15S-O-3 GU12S-A-5 GU12S-A-6 GU12S-B-3 GU12S-C-3 GU12S-D-3 GU12S-E-3 GU12S-F-3 GU12S-G-3 BU10S-B-3 BU10S-C-3 BU10S-D-3

中村姫那美 ＪｅｓｓＴａｎ ＸｉｏｎｇＱｉｎｇｘｉｎ 藤沼麗 ＷＡＲＩＳＡＲＡ 砂川温香 ＰＨＡＴＨＡＲＡＰＯＲＮ 眞鍋柚 ＺｈｏｕＪｉａｒｕｉ 柏瀬百音 ＸｉｎｇｄｅＺＨＡＯ ＹａｎｇＬＩ ＹｉｆａｎＴＡＮ

(長野県) (シンガポール) (中国湖北) (栃木県) (タイ) (千葉県) (タイ) (千葉県) (中国湖北) (群馬県) (中国広州) (中国広州) (中国広州)
仁田麻登香 柏瀬倫佳 村中陽花 倉科百花 戸部碧月 天野愛羽 稲原美称 伊東愛梨 遠藤美羽 曽雌玲那 森山羽空 福田駿平 戸谷倫太郎
(茨城県) (群馬県) (富山県) (長野県) (千葉県) (新潟県) (長野県) (長野県) (栃木県) (栃木県) (富山県) (神奈川県) (長野県)

18:30 GU12S-H-3 GU12S-I-3 GU12S-J-3 GU12S-K-3 GU12S-L-3 GU12S-M-3 BU10S-E-3 BU10S-F-3 BU10S-G-3

ＳＡＲＵＮＲＡＫ 高橋咲 山本優樹 ＮＯＮＴＨＡＰＯＲＮ 望月里歩 海野ひより 城戸友翔 ＪｉｎｈｕａＰＡＮＧ

ＰＡＴＣＨＡＲＡＫＩＴ

(タイ) (富山県) (愛知県) (タイ) (長野県) (長野県) (東京都) (中国広州) (タイ)
山口あずさ 久保ひなた 石﨑優海 森口心葉 隅田川花凜 柳原愛華 ＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 吉村勇輝 伊東優真
(長野県) (神奈川県) (富山県) (三重県) (東京都) (岩手県) (タイ) (岐阜県) (長野県)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



１コート ２コート ３コート ４コート

09:30 BU18S-A-1 BU18S-B-1 BU18S-C-1 BU18S-D-1

ＺｈａｎｇＨａｎｙｏ ＸｕＺｈｉ 奥田陽介 ＢｉｎｇｙｉＸＩＡＯ

(中国湖北) (中国湖北) (石川県) (中国広州)
碓井健太 山形昌太郎 兼高章年 兼田大智
(石川県) (福井県) (東京都) (石川県)

10:00 BU18S-E-1 BU18S-F-1 BU18S-G-1 BU18S-H-1

熊谷悠吾 ＹｅｈａｏＨＵＡＮＧ 上田健志郎 中山翼
(長野県) (中国広州) (福井県) (石川県)

ロホマントゥヒン 大石龍輝 江田勇斗 山根瑶亮
(神奈川県) (石川県) (東京都) (栃木県)

10:30 BU18S-I-1 BU18S-J-1 BU18S-K-1 BU18S-L-1

菅野祐樹 曽根原唱 加藤碧 高柳太祐
(東京都) (長野県) (栃木県) (石川県)
菊地隆太 延命拓海 髙橋奎介 柳澤知哉
(栃木県) (石川県) (長野県) (長野県)

11:00 BU18S-M-1 GU18S-A-1 GU18S-B-1 GU18S-C-1

中村怜 ＺａｉｒｅＭｅｎｇｘｉｇ 十亀加奈江 ＧａｏＹｕｘｉｎ
(福井県) (中国湖北) (埼玉県) (中国湖北)
朝倉穂高 伊藤空 月橋唯奈 大貫桃子
(栃木県) (栃木県) (石川県) (栃木県)

11:30 GU18S-D-1 GU18S-E-1 GU18S-F-1 GU18S-G-1

ＲｕａｎＸｉｎｔｉｅ 野口結衣 清家萌々香 大垣日南
(中国湖北) (埼玉県) (埼玉県) (栃木県)
池上真琴 佐藤友実 高山美月 朝日奈奏未
(石川県) (栃木県) (石川県) (石川県)

12:00 GU18S-H-1 GU18S-I-1 BU18S-A-2 BU18S-B-2

余川未来 田中優貴美 碓井健太 山形昌太郎
(栃木県) (埼玉県) (石川県) (福井県)
関彩香 山王堂由依 宮内星河 東大貴
(茨城県) (栃木県) (長野県) (石川県)

12:30 BU18S-C-2 BU18S-D-2 BU18S-E-2 BU18S-F-2

兼高章年 兼田大智 ロホマントゥヒン 大石龍輝
(東京都) (石川県) (神奈川県) (石川県)
宇治大翔 早川凜 石飛廉 丸山豊土
(長野県) (栃木県) (石川県) (東京都)

13:00 BU18S-G-2 BU18S-H-2 BU18S-I-2 BU18S-J-2

江田勇斗 山根瑶亮 菊地隆太 延命拓海
(東京都) (栃木県) (栃木県) (石川県)
尾崎友哉 出島光絋 服部嶺 大出駿斗
(石川県) (福井県) (石川県) (栃木県)

13:30 BU18S-K-2 BU18S-L-2 BU18S-M-2 GU18S-A-2

髙橋奎介 柳澤知哉 朝倉穂高 伊藤空
(長野県) (長野県) (栃木県) (栃木県)
田山智也 廣木俊輔 小岩井遼 隅田川愛花
(東京都) (栃木県) (長野県) (東京都)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

北アルプスオープン2018　大町市立仁科台中学校体育館 平成３０年１月６日

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



14:00 GU18S-B-2 GU18S-C-2 GU18S-D-2 GU18S-E-2

月橋唯奈 大貫桃子 池上真琴 佐藤友実
(石川県) (栃木県) (石川県) (栃木県)
納久美 山口真由佳 伊藤玲香 小林愛奈
(栃木県) (神奈川県) (栃木県) (石川県)

14:30 GU18S-F-2 GU18S-G-2 GU18S-H-2 GU18S-I-2

高山美月 朝日奈奏未 関彩香 山王堂由依
(石川県) (石川県) (茨城県) (栃木県)
大垣友南 田中愛 堀琴乃 伊藤千晶
(栃木県) (長野県) (石川県) (長野県)

15:00 BU18S-A-3 BU18S-B-3 BU18S-C-3 BU18S-D-3

ＺｈａｎｇＨａｎｙｏ ＸｕＺｈｉ 奥田陽介 ＢｉｎｇｙｉＸＩＡＯ

(中国湖北) (中国湖北) (石川県) (中国広州)
宮内星河 東大貴 宇治大翔 早川凜
(長野県) (石川県) (長野県) (栃木県)

15:30 BU18S-E-3 BU18S-F-3 BU18S-G-3 BU18S-H-3

熊谷悠吾 ＹｅｈａｏＨＵＡＮＧ 上田健志郎 中山翼
(長野県) (中国広州) (福井県) (石川県)
石飛廉 丸山豊土 尾崎友哉 出島光絋
(石川県) (東京都) (石川県) (福井県)

16:00 BU18S-I-3 BU18S-J-3 BU18S-K-3 BU18S-L-3

菅野祐樹 曽根原唱 加藤碧 高柳太祐
(東京都) (長野県) (栃木県) (石川県)
服部嶺 大出駿斗 田山智也 廣木俊輔
(石川県) (栃木県) (東京都) (栃木県)

16:30 BU18S-M-3 GU18S-A-3 GU18S-B-3 GU18S-C-3

中村怜 ＺａｉｒｅＭｅｎｇｘｉｇ 十亀加奈江 ＧａｏＹｕｘｉｎ
(福井県) (中国湖北) (埼玉県) (中国湖北)
小岩井遼 隅田川愛花 納久美 山口真由佳
(長野県) (東京都) (栃木県) (神奈川県)

17:00 GU18S-D-3 GU18S-E-3 GU18S-F-3 GU18S-G-3

ＲｕａｎＸｉｎｔｉｅ 野口結衣 清家萌々香 大垣日南
(中国湖北) (埼玉県) (埼玉県) (栃木県)
伊藤玲香 小林愛奈 大垣友南 田中愛
(栃木県) (石川県) (栃木県) (長野県)

17:30 GU18S-H-3 GU18S-I-3

余川未来 田中優貴美
(栃木県) (埼玉県)
堀琴乃 伊藤千晶
(石川県) (長野県)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



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 BU10DL-1 BU10DL-2 BU12D-A-1 BU12D-A-2 BU12D-B-1 BU12D-B-2 BU12D-C-1 BU12D-D-1 BU12D-E-1 BU12D-F-1
ＰＡＴＣＨＡＲＡＫＩＴ・ＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 荒井悠・猿田 ＡＤＩＳＡＫ・ＣＨＡＹＡＫＯＲＮ 須澤・馬淵 ＳＡＲＵＮ・ＥＡＫＡＮＡＴＨ 坂口・中川 唐木・山田 森山・増井 田中・宮川 村田・花澤
(タイ) (長野県) (タイ) (長野県) (タイ) (三重県) (長野県) (富山県) (福井県) (長野県)
城戸・佐藤 寺西・五十田 嵐・坂本 栗野・丸山 中谷・氷見 木下・横田 江見・山下 吉瀬・矢崎 水谷・江口 沖本・田上
(東京都) (愛知県･高知県) (広島県) (埼玉県･静岡県) (富山県) (長野県) (岡山県) (長野県) (東京都) (広島県･熊本県)

10:00 BU18D-A-1 BU18D-A-2 BU18D-B-1 BU18D-B-2 BU18D-C-1 BU18D-D-1 BU18D-E-1 BU18D-F-1 BU15D-A-1 BU15D-B-1
Ｚｈａｎｇ・ＸｕＺｈｉ 東・兼田 Ｂｉｎｇｙｉｎ・Ｙｅｈａｏ 出島・山形昌太郎 上田・中村 廣木・平田 高柳・尾崎 大出・山根 Ｚｈｕ・Ｆｅｎ 永渕・山元
(中国湖北) (石川県) (中国広州) (福井県) (福井県) (栃木県) (石川県) (栃木県) (中国湖北) (佐賀県･鹿児島県)

犬塚・板橋 高嶋・滝澤 大石・碓井 髙橋・曽根原 丸山・内河涼介 丸山・谷津 熊谷・宇治大翔 江田・菅野 髙橋・瀧澤 白田・山本
(栃木県) (長野県) (石川県) (長野県) (長野県) (東京都) (長野県) (東京都) (長野県) (栃木県)

10:30 BU15D-C-1 BU15D-D-1 BU15D-E-1 BU15D-F-1 BU15D-G-1 GU15D-A-1 GU15D-B-1 GU15D-C-1 GU15D-D-1 GU15D-E-1

武井・吉田 荻原・小林 Ｊｉａｎｃｏｎｇ・Ｇｕａｎｍｉｎｇ 南茂・中野 Ｙａｎｇ・Ｚｈｏｕ Ｌｉｕ・Ｗａｎｇ Ｖａｎｅｓｓａ・永渕

Ｃｈａｒｌｙｎ・Ｃｌａｒｉｃｅ 小野・田部 Ｂａｉ・Ｒａｃｈａｅｌ

(福島県) (福島県) (中国広州) (福井県) (中国湖北) (中国湖北) (シンガポール･佐賀県) (シンガポール) (福島県) (シンガポール)

矢部・小宮 森・三石 花澤・伊藤 川端・堂薗 松尾・齋藤 市川・竹内 高野・大野 江見・江見 吉川・森 舛木・遠藤
(東京都) (長野県) (長野県) (神奈川県･東京都) (福島県) (長野県) (栃木県) (岡山県) (岡山県) (栃木県)

11:00 GU15D-F-1 GU15D-G-1 BU10DL-3 BU10DL-4 GU12D-A-1 GU12D-A-2 GU12D-B-1 GU12D-B-2 GU12D-C-1 GU12D-D-1

田中・森 Ａｍａｎｄａ・Ｊｅｓｓ

ＰＡＴＣＨＡＲＡＫＩＴ・ＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 城戸・佐藤 Ｑｉｕｔｉｎｇ・Ｑｉｕｘｕｎ 戸部・眞鍋 ＷＡＲＩＳＡＲＡ・ＰＨＡＴＨＡＲＡＰＯＲＮ 清水・小海 Ｘｉｏｎｇ・Ｚｈｏｕ

ＳＡＲＵＮＲＡＫ・ＮＯＮＴＨＡＰＯＲＮ

(長野県) (シンガポール) (タイ) (東京都) (中国広州) (千葉県) (タイ) (長野県) (中国湖北) (タイ)
河村・吉田 小海・荻沼 三井・三井 荒井悠・猿田 勝家・三好 渡邉・天野 所子田・中村 河端・土屋 稲原・丸山 小渕・山口
(富山県) (長野県) (富山県) (長野県) (長野県) (新潟県) (鹿児島県･佐賀県) (東京都) (長野県) (長野県)

11:30 GU12D-E-1 GU18D-A-1 GU18D-A-2 GU18D-B-1 GU18D-B-2 GU18D-C-1 GU18D-D-1 GU18D-E-1 GU10D-A-1 GU10D-B-1

砂川・眞鍋 Ｚｈａｏ・Ｇａｏ 月橋・小林 Ｒｕａｎ・藤田 伊藤・小島 野口・清家 十亀・田中 朝日奈・池上 ＰＩＭＣＨＡＮＯＫ・ＡＮＹＡＰＡＴ 原口・永渕
(千葉県) (中国湖北) (石川県) (中国湖北･東京都) (栃木県) (埼玉県) (埼玉県) (石川県) (タイ) (鹿児島県･佐賀県)

古谷・森口 玉木・宮川 佐藤・大垣 堀・高山 若林・海端 大垣・伊藤 加藤・河西 玉村・佐藤 木全・松田 武仲・東江
(岐阜県･三重県) (長野県) (栃木県) (石川県) (長野県) (栃木県) (長野県) (長野県) (岐阜県) (岐阜県)

12:00 BU12D-A-3 BU12D-A-4 BU12D-B-3 BU12D-B-4 BU12D-C-2 BU12D-D-2 BU12D-E-2 BU12D-F-2 BU18D-A-3 BU18D-A-4
ＡＤＩＳＡＫ・ＣＨＡＹＡＫＯＲＮ 嵐・坂本 ＳＡＲＵＮ・ＥＡＫＡＮＡＴＨ 中谷・氷見 江見・山下 吉瀬・矢崎 水谷・江口 沖本・田上 Ｚｈａｎｇ・ＸｕＺｈｉ 犬塚・板橋
(タイ) (広島県) (タイ) (富山県) (岡山県) (長野県) (東京都) (広島県･熊本県) (中国湖北) (栃木県)
須澤・馬淵 栗野・丸山 坂口・中川 木下・横田 鎌田・川村 寺西・荒井 中山・松本 田中・河村 東・兼田 高嶋・滝澤
(長野県) (埼玉県･静岡県) (三重県) (長野県) (福井県) (愛知県･石川県) (三重県) (富山県) (石川県) (長野県)

12:30 BU18D-B-3 BU18D-B-4 BU18D-C-2 BU18D-D-2 BU18D-E-2 BU18D-F-2 BU10DL-5 BU10DL-6 BU15D-A-2 BU15D-B-2
Ｂｉｎｇｙｉｎ・Ｙｅｈａｏ 大石・碓井 丸山・内河涼介 丸山・谷津 熊谷・宇治大翔 江田・菅野 三井・三井 ＰＡＴＣＨＡＲＡＫＩＴ・ＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 髙橋・瀧澤 白田・山本
(中国広州) (石川県) (長野県) (東京都) (長野県) (東京都) (富山県) (タイ) (長野県) (栃木県)

出島・山形昌太郎 髙橋・曽根原 早川・菊地 延命・中山 兼高・川端 石飛・奥田 寺西・五十田 荒井悠・猿田 小笠原・小泉 赤澤・渋田見
(福井県) (長野県) (栃木県) (石川県) (東京都) (石川県) (愛知県･高知県) (長野県) (神奈川県･東京都) (長野県)

13:00 BU15D-C-2 BU15D-D-2 BU15D-E-2 BU15D-F-2 BU15D-G-2 GU15D-A-2 GU15D-B-2 GU15D-C-2 GU15D-D-2 GU15D-E-2

矢部・小宮 森・三石 花澤・伊藤 川端・堂薗 松尾・齋藤 市川・竹内 高野・大野 江見・江見 吉川・森 舛木・遠藤
(東京都) (長野県) (長野県) (神奈川県･東京都) (福島県) (長野県) (栃木県) (岡山県) (岡山県) (栃木県)
内河・静谷 池田・立野 櫻井・大垣 伊藤・望月 三觜・宮川 松井・矢野 加藤・真壁 野口・長谷川 小澤・川井 村田・望月
(長野県) (岡山県) (栃木県) (長野県) (福井県) (富山県) (長野県) (新潟県) (長野県) (長野県)

13:30 GU15D-F-2 GU15D-G-2 GU12D-A-3 GU12D-A-4 GU12D-B-3 GU12D-B-4 GU12D-C-2 GU12D-D-2 GU12D-E-2 GU18D-A-3

河村・吉田 小海・荻沼 Ｑｉｕｔｉｎｇ・Ｑｉｕｘｕｎ 勝家・三好 ＷＡＲＩＳＡＲＡ・ＰＨＡＴＨＡＲＡＰＯＲＮ 所子田・中村 稲原・丸山 小渕・山口 古谷・森口 Ｚｈａｏ・Ｇａｏ

(富山県) (長野県) (中国広州) (長野県) (タイ) (鹿児島県･佐賀県) (長野県) (長野県) (岐阜県･三重県) (中国湖北)
橋本・長岡 仁田・仁田 戸部・眞鍋 渡邉・天野 清水・小海 河端・土屋 曽雌・小山 石崎・村中 実原・小岩井 月橋・小林
(岐阜県) (茨城県) (千葉県) (新潟県) (長野県) (東京都) (栃木県) (富山県) (長野県) (石川県)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

北アルプスオープン2018 大町市運動公園総合体育館 平成３０年１月７日

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



14:00 GU18D-A-4 GU18D-B-3 GU18D-B-4 GU18D-C-2 GU18D-D-2 GU18D-E-2 GU10D-A-2 GU10D-B-2 BU10DL-7 BU10DL-8

玉木・宮川 Ｒｕａｎ・藤田 堀・高山 大垣・伊藤 加藤・河西 玉村・佐藤 木全・松田 武仲・東江 城戸・佐藤 三井・三井
(長野県) (中国湖北･東京都) (石川県) (栃木県) (長野県) (長野県) (岐阜県) (岐阜県) (東京都) (富山県)
佐藤・大垣 伊藤・小島 若林・海端 太田・吉川 余川・納 山王堂・大貫 竹島・山下 吉永・伊藤 寺西・五十田 荒井悠・猿田
(栃木県) (栃木県) (長野県) (長野県) (栃木県) (栃木県) (岐阜県･三重県) (愛知県) (愛知県･高知県) (長野県)

14:30 BU12D-A-5 BU12D-A-6 BU12D-B-5 BU12D-B-6 BU12D-C-3 BU12D-D-3 BU12D-E-3 BU12D-F-3 BU18D-A-5 BU18D-A-6
ＡＤＩＳＡＫ・ＣＨＡＹＡＫＯＲＮ 嵐・坂本 ＳＡＲＵＮ・ＥＡＫＡＮＡＴＨ 中谷・氷見 唐木・山田 森山・増井 田中・宮川 村田・花澤 Ｚｈａｎｇ・ＸｕＺｈｉ 犬塚・板橋
(タイ) (広島県) (タイ) (富山県) (長野県) (富山県) (福井県) (長野県) (中国湖北) (栃木県)

栗野・丸山 須澤・馬淵 木下・横田 坂口・中川 鎌田・川村 寺西・荒井 中山・松本 田中・河村 高嶋・滝澤 東・兼田
(埼玉県･静岡県) (長野県) (長野県) (三重県) (福井県) (愛知県･石川県) (三重県) (富山県) (長野県) (石川県)

15:00 BU18D-B-5 BU18D-B-6 BU18D-C-3 BU18D-D-3 BU18D-E-3 BU18D-F-3 BU15D-A-3 BU15D-B-3 BU15D-C-3 BU15D-D-3
Ｂｉｎｇｙｉｎ・Ｙｅｈａｏ 大石・碓井 上田・中村 廣木・平田 高柳・尾崎 大出・山根 Ｚｈｕ・Ｆｅｎ 永渕・山元 武井・吉田 荻原・小林
(中国広州) (石川県) (福井県) (栃木県) (石川県) (栃木県) (中国湖北) (佐賀県･鹿児島県) (福島県) (福島県)
髙橋・曽根原 出島・山形昌太郎 早川・菊地 延命・中山 兼高・川端 石飛・奥田 小笠原・小泉 赤澤・渋田見 内河・静谷 池田・立野
(長野県) (福井県) (栃木県) (石川県) (東京都) (石川県) (神奈川県･東京都) (長野県) (長野県) (岡山県)

15:30 BU15D-E-3 BU15D-F-3 BU15D-G-3 GU15D-A-3 GU15D-B-3 GU15D-C-3 GU15D-D-3 GU15D-E-3 GU15D-F-3 GU15D-G-3
Ｊｉａｎｃｏｎｇ・Ｇｕａｎｍｉｎｇ 南茂・中野 Ｙａｎｇ・Ｚｈｏｕ Ｌｉｕ・Ｗａｎｇ Ｖａｎｅｓｓａ・永渕 Ｃｈａｒｌｙｎ・Ｃｌａｒｉｃｅ 小野・田部 Ｂａｉ・Ｒａｃｈａｅｌ 田中・森 Ａｍａｎｄａ・Ｊｅｓｓ

(中国広州) (福井県) (中国湖北) (中国湖北) (シンガポール･佐賀県) (シンガポール) (福島県) (シンガポール) (長野県) (シンガポール)

櫻井・大垣 伊藤・望月 三觜・宮川 松井・矢野 加藤・真壁 野口・長谷川 小澤・川井 村田・望月 橋本・長岡 仁田・仁田
(栃木県) (長野県) (福井県) (富山県) (長野県) (新潟県) (長野県) (長野県) (岐阜県) (茨城県)

16:00 BU10DL-9 BU10DL-10 GU12D-A-5 GU12D-A-6 GU12D-B-5 GU12D-B-6 GU12D-C-3 GU12D-D-3 GU12D-E-3 GU18D-A-5
ＰＡＴＣＨＡＲＡＫＩＴ・ＰＡＮＮＡＣＨＡＩ 城戸・佐藤 Ｑｉｕｔｉｎｇ・Ｑｉｕｘｕｎ 勝家・三好 ＷＡＲＩＳＡＲＡ・ＰＨＡＴＨＡＲＡＰＯＲＮ 所子田・中村 Ｘｉｏｎｇ・Ｚｈｏｕ ＳＡＲＵＮＲＡＫ・ＮＯＮＴＨＡＰＯＲＮ 砂川・眞鍋 Ｚｈａｏ・Ｇａｏ

(タイ) (東京都) (中国広州) (長野県) (タイ) (鹿児島県･佐賀県) (中国湖北) (タイ) (千葉県) (中国湖北)
寺西・五十田 三井・三井 渡邉・天野 戸部・眞鍋 河端・土屋 清水・小海 曽雌・小山 石崎・村中 実原・小岩井 佐藤・大垣
(愛知県･高知県) (富山県) (新潟県) (千葉県) (東京都) (長野県) (栃木県) (富山県) (長野県) (栃木県)

16:30 GU18D-A-6 GU18D-B-5 GU18D-B-6 GU18D-C-3 GU18D-D-3 GU18D-E-3 GU10D-A-3 GU10D-B-3

玉木・宮川 Ｒｕａｎ・藤田 堀・高山 野口・清家 十亀・田中 朝日奈・池上 ＰＩＭＣＨＡＮＯＫ・ＡＮＹＡＰＡＴ 原口・永渕
(長野県) (中国湖北･東京都) (石川県) (埼玉県) (埼玉県) (石川県) (タイ) (鹿児島県･佐賀県)

月橋・小林 若林・海端 伊藤・小島 太田・吉川 余川・納 山王堂・大貫 竹島・山下 吉永・伊藤
(石川県) (長野県) (栃木県) (長野県) (栃木県) (栃木県) (岐阜県･三重県) (愛知県)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



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 BU12S-1 BU12S-2 BU12S-3 BU12S-4 BU12S-5 BU12S-6 BU12S-7 BU15S-1 BU15S-2 BU15S-3

10:00 BU15S-4 BU15S-5 BU15S-6 BU15S-7 BU18S-1 BU18S-2 BU18S-3 BU18S-4 BU18S-5 GU10S-1

10:30 GU12S-1 GU12S-2 GU12S-3 GU12S-4 GU12S-5 GU15S-1 GU15S-2 GU15S-3 GU15S-4 GU15S-5

11:00 GU15S-6 GU15S-7 GU18S-1 BU12D-1 BU12D-2 BU15D-1 BU15D-2 BU15D-3 BU18D-1 BU18D-2

11:30 GU12D-1 GU15D-1 GU15D-2 GU15D-3 GU18D-1 BU10S-1 BU10S-2 BU10S-3 BU12S-8 BU12S-9

12:00 BU12S-10 BU12S-11 BU15S-8 BU15S-9 BU15S-10 BU15S-11 BU18S-6 BU18S-7 BU18S-8 BU18S-9

12:30 GU10S-2 GU10S-3 GU10S-4 GU10S-5 GU12S-6 GU12S-7 GU12S-8 GU12S-9 GU15S-8 GU15S-9

13:00 GU15S-10 GU15S-11 GU18S-2 GU18S-3 GU18S-4 GU18S-5 GU10D-1 GU10D-2 BU12D-3 BU12D-4

13:30 BU15D-4 BU15D-5 BU18D-3 BU18D-4 GU12D-2 GU12D-3 GU15D-4 GU15D-5 GU18D-2 GU18D-3

14:00 BU10S-4 BU10S-5 BU12S-12 BU12S-13 BU15S-12 BU15S-13 BU18S-10 BU18S-11 GU10S-6 GU10S-7

14:30 GU12S-10 GU12S-11 GU15S-12 GU15S-13 GU18S-6 GU18S-7 BU10D-決勝 BU12D-決勝 BU15D-決勝 BU18D-決勝
ＢＵ１０Ｄ：Ａ－１

()
ＢＵ１０Ｄ：Ａ－２

()

15:00 GU10D-決勝 GU12D-決勝 GU15D-決勝 GU18D-決勝 BU10S-決勝 BU12S-決勝 BU15S-決勝 BU18S-決勝 GU10S-決勝 GU12S-決勝

15:30 GU15S-決勝 GU18S-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

北アルプスオープン2018 大町市運動公園総合体育館 平成３０年１月８日

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者


