
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
10:00 XD-1 XD-2 XD-3 XD-4 XD-5 XD-6 XD-7 XD-8

金子 祐樹・中西 貴映 小林 晃・浦谷 夏未 三橋 健也・松田 蒼 本田 尚人・本田 恵利奈 仁平 澄也・上杉 夏美 大嶋 一彰・木戸 よし美 高階 知也・福万 尚子 宇山 大洋・田中 亜実
(日本ユニシス) (ＪＴＥＫＴ･北都銀行) (日本大学･日本ユニシス) (大同特殊鋼･日立化成) (明治大学) (日立情報通信エンジニアリング･七十七銀行) (ＳＭＡＳＨＳＰＩＲＩＴ･山陰合同銀行) (猪名川クラブ)

中野 克哉・山口 ソヨカ 三上 楓・清水 一希 荒井 大輝・石橋 麻美子 岡村 洋輝・星 千智 小池 直樹・財津 穂 渡邊 達哉・小野 菜保 小倉 由嵩・吾妻 咲弥 山下 恭平・篠谷 菜留
(ＡＣ長野パルセイロＢＣ･アメリカンベイプ岐阜) (日本体育大学･法政大学) (金沢学院クラブ･日立化成) (日本ユニシス) (Ｔ．Ｏ．Ｗｉｖｅｒ･ＪＰ日本郵政グループ) (再春館製薬所) (日本大学･早稲田大学) (日本体育大学･日本ユニシス)

10:40 XD-9 XD-10 XD-11 XD-12 XD-13 XD-14 XD-15 XD-16
西川 裕次郎・尾﨑 沙織 河崎 駿輔・河崎 綾佳 石川 直樹・亀田 楓 藤巻 嵩寛・清水 望 竹内 義憲・加藤 美幸 西谷 春樹・横山 めぐみ 宮嶋 航太郎・荒木 茜羽 後藤 圭亮・中村 恭子

(ＮＴＴ東日本) (丸杉･七十七銀行) (丸杉･広島ガス) (長野県協会･日立化成) (日立情報通信エンジニアリング･ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (三菱自動車京都･山陰合同銀行) (ＪＴＥＫＴ･アメリカンベイプ岐阜) (丸杉)
植田 将成・相澤 郁恵 緒方 友哉・池内 萌絵 市川 和洋・桶田 彩乃 鈴木 大裕・今井 優歩 緑川 大輝・齋藤 夏 井上 拓斗・岩永 鈴 高野 将斗・柏原 みき 浦井 唯行・宮浦 玲奈
(ＡＣ長野パルセイロＢＣ･豊田通商) (日本大学･日本体育大学) (ＪＴＥＫＴ･Ｃｈｅｅｒｆｕｌ鳥取) (東北マークス･ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (早稲田大学･ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (日本ユニシス) (日立情報通信エンジニアリング･ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (丸杉･ヨネックス)

11:20 WS-1 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6 WS-7 WS-8
三谷 美菜津 山本 紗椰 橋本 由衣 明地 七海 鈴木 温子 小林 美紀 大家 夏稀 齋藤 夏

(ＮＴＴ東日本) (アメリカンベイプ岐阜) (ＮＴＴ東日本) (北都銀行) (アメリカンベイプ岐阜) (山陰合同銀行) (ＮＴＴ東日本) (ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ)
宮﨑 淳美 海老原 詩織 濱北 もも 髙橋 明日香 福永 彩 仁平 菜月 杉野 文保 齋藤 栞

(埼玉栄高校) (日本ユニシス) (広島ガス) (ヨネックス) (日立化成) (トナミ運輸) (七十七銀行) (ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ)

12:00 WS-9 WS-10 WS-11 WS-12 WS-13 WS-14 WS-15 WS-16
峰 歩美 鈴木 ゆうき 仲井 由希乃 十河 茉由 水井 ひらり 嶺井 優希 香山 未帆 池内 萌絵

(再春館製薬所) (早稲田大学) (再春館製薬所) (日立化成) (ＮＴＴ東日本) (七十七銀行) (筑波大学) (日本体育大学)
内山 智尋 林 樂 古川 佳奈 漆﨑 真子 髙橋 美優 下田 菜都美 佐川 智香 川上 紗恵奈

(ふたば未来学園高校) (ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (栃木県) (山陰合同銀行) (青森山田高校) (広島ガス) (筑波大学) (北都銀行)

12:40 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 MS-7 MS-8
坂井 一将 常山 明良 古財 和輝 川本 拓真 下農 走 小髙 拓也 山澤 直貴 牧野 桂大

(日本ユニシス) (三菱自動車京都) (龍谷大学職員) (埼玉栄高校) (トナミ運輸) (丸杉) (法政大学) (日立情報通信エンジニアリング)

竹内 宏気 山口 容正 小倉 由嵩 大林 拓真 西野 勝志 内藤 浩司 福田 春樹 古賀 穂
(ＳＭＡＳＨＳＰＩＲＩＴ) (Ｓｈｕｔｔｌｅ＆Ｓｏｎｓ) (日本大学) (早稲田大学) (筑波大学) (神奈川) (トリッキーパンダース) (ＮＴＴ東日本)

13:20 MS-9 MS-10 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15 MS-16
五十嵐 優 田中 湧士 小本 翔太 猪熊 心太朗 奈良岡 功大 秦野 陸 中山 裕貴 渡部 大

(日本ユニシス) (日本大学) (日立情報通信エンジニアリング) (日立情報通信エンジニアリング) (浪岡高校) (埼玉栄高校) (敬和学園大学) (ＪＲ北海道)
小本 大佑 緑川 大輝 三橋 健也 小野寺 裕介 星野 健太朗 丸尾 亮太郎 嶺岸 洸 渡邉 航貴

(ＮＴＴ東日本) (早稲田大学) (日本大学) (日本ユニシス) (日立化成) (日立情報通信エンジニアリング) (法政大学) (日本ユニシス)

14:00 WD-1 WD-2 WD-3 WD-4 WD-5 WD-6 WD-7 WD-8
與猶 くるみ・宮浦 玲奈 鈴木 陽向・大澤 佳歩 中西 貴映・岩永 鈴 石橋 麻美子・谷澤 安衣 福万 尚子・横山 恵里香 久後 あすみ・矢﨑 月子 川島 美南・齋藤 夏 桶田 彩乃・杉山 利奈

(ヨネックス) (埼玉栄高校) (日本ユニシス) (日立化成･専修大学) (山陰合同銀行) (山陰合同銀行) (ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (Ｃｈｅｅｒｆｕｌ鳥取･東海興業)

小野 菜保・福本 真恵七 牟田 香菜子・野田 千遥 横山 めぐみ・渡辺 帆南 星 千智・松田 蒼 中村 麻裕・重田 美空 篠谷 菜留・高橋 奈那 吾妻 咲弥・鈴木 ゆうき 荒木 茜羽・今井 莉子
(再春館製薬所) (百十四銀行) (山陰合同銀行) (日本ユニシス) (ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (日本ユニシス) (早稲田大学) (アメリカンベイプ岐阜)

14:40 WD-9 WD-10 WD-11 WD-12 WD-13 WD-14 WD-15 WD-16
加藤 美幸・柏原 みき 吉田 瑠実・上杉 杏 朝倉 みなみ・斉藤 ひかり 種岡 遥・米山 麻美 本田 恵利奈・清水 望 大竹 望月・髙橋 美優 川島 里羅・森 沙耶 山藤 千彩・今井 優歩
(ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ) (早稲田大学･明治大学) (龍谷大学) (龍谷大学) (日立化成) (青森山田高校) (ＮＴＴ東日本) (広島ガス･ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ)

髙橋 明日香・水津 優衣 上杉 夏美・鈴木 成美 毛利 未佳・重信 萌夏 新玉 美郷・永井 瀬雰 河崎 綾佳・嶺井 優希 曽根 夏姫・保原 彩夏 内山 智尋・廣上 瑠依 渡邉 あかね・尾﨑 沙織
(ヨネックス) (明治大学) (七十七銀行) (ＮＴＴ東日本) (七十七銀行) (ヨネックス) (ふたば未来学園高校) (ＮＴＴ東日本)

15:20 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6 MD-7 MD-8
井上 拓斗・金子 祐樹 山下 恭平・山田 尚輝 小倉 由嵩・三橋 健也 西澤 潤・内田 裕太郎 金子 真大・久保田 友之祐 大林 拓真・緑川 大輝 酒井 健登・仁平 澄也 間瀬 亮介・森田 浩平

(日本ユニシス) (日本体育大学) (日本大学) (ＪＴＥＫＴ･三菱自動車京都) (トナミ運輸) (早稲田大学) (明治大学) (東海興業)
岡村 和輝・加藤 太基 塚本 好喜・野村 拓海 鈴木 大裕・本田 尚人 星野 翔平・西川 裕次郎 伊佐 勇希・佐伯 健人 中島 拓哉・本田 大樹 大嶋 一彰・北林 悠 松居 圭一郎・竹内 義憲

(ＪＲ北海道) (日立情報通信エンジニアリング･法政大学) (東北マークス･大同特殊鋼) (ＮＴＴ東日本) (東北マークス) (龍谷大学) (日立情報通信エンジニアリング･ＪＴＥＫＴ) (日立情報通信エンジニアリング)

16:00 MD-9 MD-10 MD-11 MD-12 MD-13 MD-14 MD-15 MD-16
岡村 洋輝・小野寺 雅之 小川 桂汰・柴田 一樹 東野 圭悟・渡部 大 山下 蒼羽・寺田 浩太朗 浦井 唯行・三浦 昂 河村 翼・川本 拓真 小林 晃・宮嶋 航太郎 筑後 恵太・農口 拓弥
(日本ユニシス･早稲田大学) (敬和学園大学) (ＪＲ北海道) (東大阪大学柏原高校) (丸杉) (埼玉栄高校) (ＪＴＥＫＴ) (明治大学)
武石 優斗・西谷 春樹 武井 優太・遠藤 彩斗 光島 理貴・緒方 友哉 市川 和洋・馬屋原 大樹 竹内 宏気・高階 知也 高野 将斗・玉手 勝輝 奈良岡 功大・武藤 映樹 古賀 輝・齋藤 太一
(ＪＲ北海道･三菱自動車京都) (明治大学) (日本大学) (ＪＴＥＫＴ) (ＳＭＡＳＨＳＰＩＲＩＴ) (日立情報通信エンジニアリング) (浪岡高校) (ＮＴＴ東日本)
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