
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

8:30

9:00

9:30

10:00 gs1 gs2 gs3 gs4 gs5 gs6 gs7

10:25 gs8 gs9 gs10 gs11 gs12 gs13 gs14

10:50 gs15 bs1 bs2 bs3 bs4 bs5 bs6

11:15 bs7 bs8 bs9 gs16 gs17 gs18 gs19

11:40 gs20 gs21 gs22 gs23 gs24 gs25 gs26

12:05 gs27 gs28 gs29 gs30 gs31 gs32 gs33

12:30 gs34 gs35 gs36 gs37 gs38 gs39 gs40

12:55 gs41 gs42 gs43 gs44 gs45 gs46 gs47

13:20 bs10 bs11 bs12 bs13 bs14 bs15 bs16

13:45 bs17 bs18 bs19 bs20 bs21 bs22 bs23

14:10 bs24 bs25 bs26 bs27 bs28 bs29 bs30

14:35 bs31 bs32 bs33 bs34 bs35 bs36 bs37

15:00 bs38 bs39 bs40 bs41 gs48 gs49 gs50

15:25 gs51 gs52 gs53 gs54 gs55 gs56 gs57

15:50 gs58 gs59 gs60 gs61 gs62 gs63 bs42

16:15 bs43 bs44 bs45 bs46 bs47 bs48 bs49

16:40 bs50 bs51 bs52 bs53 bs54 bs55 bs56

17:05 bs57

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

8:30

8:50

9:20 gs64 gs65 gs66 gs67 gs68 gs69 gs70

9:55 gs71 bs58 bs59 bs60 bs61 bs62 bs63

10:30 bs64 bs65

11:05 gs72 gs73 gs74 gs75

11:40 bs66 bs67 bs68 bs69

12:15 gs76 gs77

12:50 bs70 bs71

13:25 gs78

14:00 bs72

14:35

15:10

競技終了後

閉会式終了後 片付け

☆　タイムテーブルの「J」はジュニアの部、小文字は新人の部、「B」は男子、「G」は女子を表す。

☆　試合や会場全体の進行状況によっては、タイムテーブル時間繰り上げ、繰り下げおよびコートを変更する場合がある。

☆　原則として、次の試合との間隔は10分以上とする。（流し込み方式）

☆　空きコートでの練習は認めない。

閉会式

タイムテーブル　令和４年7月１６日（土）　ダイハツ九州アリーナ

受付準備

公式練習　

開始式

タイムテーブル　令和４年7月１７日（土）　ダイハツ九州アリーナ

受付準備

公式練習　

gs順位決定戦

bs順位決定戦

gsバグナー方式

bsバグナー方式



 

中学男子シングルス

木津 颯斗 (坂ﾉ市JBC）

10 日出山 颯真 (BJ西中）

國生 晄 (BJ西中） 26

1 古賀 玲哉 (三隈中）

(中島ｼﾞｭﾆｱ）

山本 一颯 (日田南部中）

11 渡辺 悠翔 (稙田ｼﾞｭﾆｱ）

永瀬 舜琉 (稙田ｼﾞｭﾆｱ） 42 6

50 安藤 颯空

(日出中）

遠藤 匠馬 (東部中）

12 梅木 柊平 (日田南部中）

飯田 達郎 (中島ｼﾞｭﾆｱ） 58 27

62 小川 広惺

西林 毅騎 (BJ西中） 51

13 南 顕眞 (判田中）

出口 恵汰 (城東JBC） 28

43 衛藤 大樹 (BJ中部中）

工藤 大輝 (挾間中） 68

14 姫野 椋矢 (坂ﾉ市JBC）

尾方 柊介 (日出中） 29

66 松尾 奏風 (IKEｽｸｰﾙ）

濱野 一朗 (臼杵TBC） 44 52

本石 善脩 (臼杵ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ）

井生 匠実 (BJ中部中） 30

2 大橋 響葵 (日出中）

堀 翔太 (判田中）

59 63 牧  大地 (BC春日）

吉長 雷覇 (IKEｽｸｰﾙ） 31

15 宮崎 功汰 (BJ鶴見台中）

阿南 湊土 (明野ｼﾞｭﾆｱ）

53 石川 輝 (中島ｼﾞｭﾆｱ）

武藤  郁大

吉村 聖人 (玖珠ｼﾞｭﾆｱ） 32

16 利光 凌多 (判田中）

阿部 悠人 (日出中） 33

17 池永 蒼真 (三隈中）

(BC春日） 45 7

3 前田 心輝 (臼杵TBC）

(中島ｼﾞｭﾆｱ）

嶋村 瑠夏 (臼杵ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ） 34

18 横澤 明季 (IKEｽｸｰﾙ）

岩田 賢信 (三隈中） 70 71

72 工藤 多央

佐々木 健 (日出中）

青山 暉 (中島ｼﾞｭﾆｱ） 46

田嶋 藍 (BJ西中）

川野 奨太 (判田中） 8

4 54

合澤 晴太 (大在中）

古閑 来琉 (三隈中） 60

市原 悠翔 (判田中）

堀井 皇雅 (BJ中部中） 35

19 64

(玖珠ｼﾞｭﾆｱ）

池永 悠吾 (IKEｽｸｰﾙ） 55

47 林 大翔 (稙田ｼﾞｭﾆｱ）

藤田 将大 (日出ｼﾞｭﾆｱ） 36

20 吉村 琉聖

(BJ朝中）

大畑 翔真 (鶴見台中） 69

67 吉田 愛絃 (臼杵ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ）

渡辺 健斗 (稙田ｼﾞｭﾆｱ） 37

21 木元 悠人

(東部中）

渡邉 珀斗 (BJ中部中） 56

48 中尾 友哉 (稙田ｼﾞｭﾆｱ）

三ﾉ宮 大晴 (判田中） 38

22 日髙 吟

(鶴見台中）

武藤 康大 (BC春日）

65 和田 蒼士 (坂ﾉ市JBC）

森 逞真 (大在中） 39

23 池島 聡風

(中島ｼﾞｭﾆｱ）

山村 洋友 (坂ﾉ市JBC）

57 中矢 慎二 (城東JBC）

法花津拓美 (中島ｼﾞｭﾆｱ） 61 40

24 戸髙 鼓太郎

飯倉 一翔 (三隈中）

三位決定戦

73

(BJ中部中）

坂本 完輔 (BJ西中） 41

25 伊藤 颯兜 (三隈中）

坂本 蓮 (東部中） 49 9

5 江隈 大智



 

中学女子シングルス

中尾 美結 (稙田ｼﾞｭﾆｱ）

諌山 桃子 (日田南部中） 32

16 安東 ｾｱ (宇佐中）

用松 佳純 (中島ｼﾞｭﾆｱ） 8

1 56 髙田 莉央 (BJ鶴見台中）

甲斐くるみ (三重中学校） 48

友永 莉緒 (坂ﾉ市JBC）

岡本 ﾒｲｻ (城東JBC） 64 68

蒲生 咲菜 (IKEｽｸｰﾙ）

横澤 蒼依 (IKEｽｸｰﾙ） 33

17 菅田 明莉 (三重中学校）

安藤 颯花 (中島ｼﾞｭﾆｱ）

49 57 渕野 紗希 (挾間中）

衛藤明璃 (日出中） 34

18 上林 依愛 (中島ｼﾞｭﾆｱ）

松原 杏奈 (三隈中） 35

72 吉長 紫月 (三隈中）

佐永 芽佳 (判田中） 9

19 射場 香久也 (日出中）

工藤あのん (挾間中） 36

2 海老名 栞帆 (中島ｼﾞｭﾆｱ）

漆間 結衣 (稙田ｼﾞｭﾆｱ） 74

20 坂東 悠風 (日田南部中）

(坂ﾉ市JBC）

池上 萌衣 (駅川中）

21 中原 茉由里 (西部中）

財津 杏実 (IKEｽｸｰﾙ） 50 10

58 瀬波 友理

小野 結衣 (ﾘﾄﾙｿﾛｯｸ） 38

永田 陽菜 (稙田ｼﾞｭﾆｱ）

木村 美月 (明野ｼﾞｭﾆｱ） 69

22 二村玲央 (日出中）

宮崎 咲菜 (BJ鶴見台中） 37

65 首藤 みのり (判田中）

黒田 和花 (中島ｼﾞｭﾆｱ）

用松 栞菜 (中島ｼﾞｭﾆｱ） 11

23 下向 琳菜 (BJ）

東 美沙季 (坂ﾉ市JBC） 51

3 59

財津 梨央 (三隈中） 39

原田 こはく (三隈中）

片野 杏

(日出中）

黒田 京花 (中島ｼﾞｭﾆｱ） 40

4 赤木 心優 (挾間中）

(日出中） 76 77

24 78 片野 花

後藤 梨花 (IKEｽｸｰﾙ）

神﨑 心優 (IKEｽｸｰﾙ）

25 平川 凛佳 (判田中）

後藤 留和 (BJ長洲中） 52 12

60

(ﾘﾄﾙｿﾛｯｸ）

濱田 杏 (挾間中） 70

26 成松 瑠海 (明野ｼﾞｭﾆｱ）

甲斐 小那 (坂ﾉ市JBC） 41

66 立川さくら

山香 美和 (西部中） 53

5 61 秋吉ひより (中島ｼﾞｭﾆｱ）

河野 彩矢乃 (BC春日） 42

吉良 和椛 (JBC鶴谷）

(坂ﾉ市JBC）

横澤 芽依 (三隈中） 43

73 森山 葉叶 (三隈中）

後藤 瑠菜 (判田中） 13

27 工藤 碧恵

(BC春日）

松本 南緒 (IKEｽｸｰﾙ） 44

6 広瀬 心咲 (坂ﾉ市JBC）

丸井 悠菜 (中島ｼﾞｭﾆｱ） 75

28 牧 なな葉

山香 美月 (宇佐ｼﾞｭﾆｱ）

芦刈 来美 (稙田ｼﾞｭﾆｱ）

29 後藤 ゆめ (IKEｽｸｰﾙ）

黒瀬 うた (BJ鶴見台中） 54 14

62

(中島ｼﾞｭﾆｱ）

冨髙 琉奈 (判田中） 71

30 渡辺 文乃 (大在中）

庭瀬 怜 (JBC鶴谷） 45

67 工藤 虹子

平野 咲那 (坂ﾉ市JBC） 55

7 63 下村 真里菜 (判田中）

仲尾 里奈 (日出中） 46

山田 亜耶 (BJ青山中）

79

(稙田ｼﾞｭﾆｱ）

梅野 泉 (三隈中） 47

髙倉 綾乃 (三隈中）
三位決定戦

三笠 心春 (明野ｼﾞｭﾆｱ） 15

31 藤塚 友結


