
Ｎｏ． 日付 コート 時間 Ｎｏ． 日付 コート 時間

9:00 プールA #1 9月18日 1 9:00 Seed1 長谷川 暁子 坂口 由里香 Seed9 坂本 実優 沢目 繭 プールC #3 9月18日 2 9:00 Seed3 橋本 涼加 村上 礼華 Seed11 幅口 絵里香 松村 美由紀

9:50 プールB #2 9月18日 1 9:50 Seed2 オト 恵美里 村上 めぐみ Seed10 藪見 真歩 新井 晴夏 プールD #4 9月18日 2 9:50 Seed4 溝江 明香 藤井 桜子 Seed12 酒井 春海 本村 嘉菜

10:40 プールA #1 9月18日 1 10:40 Seed1 石島 雄介 白鳥 勝浩 Seed9 関 寛之 瀬田 久史 プールC #3 9月18日 2 10:40 Seed6 黒川 魁 村上 斉 Seed11 西村 晃一 渡邉 達人

11:30 プールB #2 9月18日 1 11:30 Seed2 土屋 宝士 長谷川 徳海 Seed10 吉田 英樹 和田 信二 プールD #4 9月18日 2 11:30 Seed5 佐藤 亮太 平良 伸晃 Seed12 進藤 涼 二宮 大和

12:20 プールA #5 9月18日 1 12:20 Seed8 坂口 佳穗 辻村 りこ Seed9 坂本 実優 沢目 繭 プールC #7 9月18日 2 12:20 Seed6 石坪 聖野 柴 麻美 Seed11 幅口 絵里香 松村 美由紀

13:10 プールD #8 9月18日 1 13:10 Seed5 松本 恋 松本 穏 Seed12 酒井 春海 本村 嘉菜 プールB #6 9月18日 2 13:10 Seed7 山田 紗也香 西堀 健実 Seed10 藪見 真歩 新井 晴夏

14:00 プールC #7 9月18日 1 14:00 Seed3 庄司 憲右 倉坂 正人 Seed11 西村 晃一 渡邉 達人 プールA #5 9月18日 2 14:00 Seed8 清水 啓輔 黒川 寛輝ディラン Seed9 関 寛之 瀬田 久史

14:50 プールD #8 9月18日 1 14:50 Seed4 髙橋 巧 マルキ ナシム Seed12 進藤 涼 二宮 大和 プールB #6 9月18日 2 14:50 Seed7 永井 雄太 池田 隼平 Seed10 吉田 英樹 和田 信二

9:00 プールA #9 9月19日 1 9:00 Seed1 長谷川 暁子 坂口 由里香 Seed8 坂口 佳穗 辻村 りこ プールC #11 9月19日 2 9:00 Seed3 橋本 涼加 村上 礼華 Seed6 石坪 聖野 柴 麻美

9:50 プールD #12 9月19日 1 9:50 Seed4 溝江 明香 藤井 桜子 Seed5 松本 恋 松本 穏 プールB #10 9月19日 2 9:50 Seed2 オト 恵美里 村上 めぐみ Seed7 山田 紗也香 西堀 健実

10:40 プールA #9 9月19日 1 10:40 Seed1 石島 雄介 白鳥 勝浩 Seed8 清水 啓輔 黒川 寛輝ディラン プールC #11 9月19日 2 10:40 Seed3 庄司 憲右 倉坂 正人 Seed6 黒川 魁 村上 斉

11:30 プールB #10 9月19日 1 11:30 Seed2 土屋 宝士 長谷川 徳海 Seed7 永井 雄太 池田 隼平 プールD #12 9月19日 2 11:30 Seed4 髙橋 巧 マルキ ナシム Seed5 佐藤 亮太 平良 伸晃

12:20 準々決勝 #13 9月19日 1 12:20 Seed9 坂本 実優 沢目 繭 Seed7 山田 紗也香 西堀 健実 準々決勝 #15 9月19日 2 12:20 Seed3 橋本 涼加 村上 礼華 Seed1 長谷川 暁子 坂口 由里香

13:10 準々決勝 #16 9月19日 1 13:10 Seed2 オト 恵美里 村上 めぐみ Seed5 松本 恋 松本 穏 準々決勝 #14 9月19日 2 13:10 Seed4 溝江 明香 藤井 桜子 Seed6 石坪 聖野 柴 麻美

14:00 準々決勝 #13 9月19日 1 14:00 Seed1 石島 雄介 白鳥 勝浩 Seed4 髙橋 巧 マルキ ナシム 準々決勝 #15 9月19日 2 14:00 Seed3 庄司 憲右 倉坂 正人 Seed7 永井 雄太 池田 隼平

14:50 準々決勝 #16 9月19日 1 14:50 Seed2 土屋 宝士 長谷川 徳海 Seed6 黒川 魁 村上 斉 準々決勝 #14 9月19日 2 14:50 Seed12 進藤 涼 二宮 大和 Seed8 清水 啓輔 黒川 寛輝ディラン

9:00 準決勝 #17 9月20日 1 9:00 Seed9 坂本 実優 沢目 繭 Seed6 石坪 聖野 柴 麻美

10:00 準決勝 #18 9月20日 1 10:00 Seed1 長谷川 暁子 坂口 由里香 Seed5 松本 恋 松本 穏

11:00 準決勝 #17 9月20日 1 11:00 Seed4 髙橋 巧 マルキ ナシム Seed8 清水 啓輔 黒川 寛輝ディラン

12:00 準決勝 #18 9月20日 1 12:00 Seed3 庄司 憲右 倉坂 正人 Seed2 土屋 宝士 長谷川 徳海

13:00 決勝 #19 9月20日 1 13:00

14:00 決勝 #19 9月20日 1 14:00

女子2位グループ抽選 女子2位グループ抽選
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２　サブ

チームA チームB チームA チームB
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