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A-180 B-170 C-180 D-170 E-180 F-170 H-180 I-170

Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00 Starting at 9:00

1 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16

大野 史朋 / 中川 潮美 / 宇佐美 力 / 大塚　 絵梨奈 / 名畑 陽 / 庄司 明美 / 東園 高広 / 小池 真里奈 /

相澤 幸太郎 [4] 岡崎 宏美 [3] 山本 直晃 [1] 本間 江梨 [1] 秋山 拓也 植松 育子 藤木 祐一 後藤 絵里

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

大塚 浩介 / 星野 久瑠実 / 楠葉 竜馬 / 永田 澪 / 宮坂 聡 / 星野 明美 / 大川 隆行 / 小手 まひる /

山田 祐希 辻本 有佳里 田野岡 直人 江夏 美咲 永重 隆弘 永重 朋子 岡本 一成 志澤 沙樹

        

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

2 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R16

川北 光記 / 早瀬 舞 / 井関 慶太 / 山下 萌絵 / 坂田 康平 / 松井 友希 / 宮里 裕樹 / 常徳 洋世 /

辻 昌宏 熊木 美沙 川島 進 岡野 友香 堂本 拓央 牧 ゆみ子 能登谷 一輝 廣澤 愛

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

和田 太一 / 中川 涼 / 宮城 陵太 [2] / 宮坂 みさ [2] / 冨岡 博之 [3] / 永田 順子 [4] / 向井 康太郎 / 星 佳代子 /

金子 聖 飯田 萌未 牧 篤矢 柴山 葵 平木 佑典 牧 萌笑 小川 光洋 色摩 直美

        

After rest, Court & Time TBA After rest, Court & Time TBA After rest, Court & Time TBA After rest, Court & Time TBA After rest, Court & Time TBA After rest, Court & Time TBA After rest, Court & Time TBA After rest, Court & Time TBA

3 男子ダブルス  QF 女子ダブルス  QF 男子ダブルス  QF 女子ダブルス  QF 男子ダブルス  QF 女子ダブルス  QF 男子ダブルス  QF 女子ダブルス  QF

宇佐美 力. +山本 直. 大塚　 絵. +本間 江. 大野 史. +相澤 幸. 中川 潮. +岡崎 宏. 川北 光. +辻 昌. 早瀬 舞. +熊木 美. 宮里 裕. +能登谷 一. 常徳 洋. +廣澤 愛.

or 楠葉 竜. +田野岡 直. or 永田 澪. +江夏 美. or 大塚 浩. +山田 祐. or 星野 久. +辻本 有. or 和田 太. +金子 聖. or 中川 涼. +飯田 萌. or 向井 康. +小川 光. or 星 佳. +色摩 直.

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

名畑 陽. +秋山 拓. 庄司 明. +植松 育. 東園 高. +藤木 祐. 小池 真. +後藤 絵. 坂田 康. +堂本 拓. 松井 友. +牧 ゆ. 井関 慶. +川島 進. 山下 萌. +岡野 友.

or 宮坂 聡. +永重 隆. or 星野 明. +永重 朋. or 大川 隆. +岡本 一. or 小手 ま. +志澤 沙. or 冨岡 博. +平木 佑. or 永田 順. +牧 萌. or 宮城 陵. +牧 篤. or 宮坂 み. +柴山 葵.

        

 After rest, Court & Time TBA  After rest, Court & Time TBA  After rest, Court & Time TBA  After rest, Court & Time TBA

4  ミックスダブルス  QF  ミックスダブルス  QF  ミックスダブルス  QF  ミックスダブルス  QF

 藤木 祐一 /  山本 直晃 /  冨岡 博之 /  向井 康太郎 /

 星 佳代子 [1]  中川 潮美  永田 順子  星野 久瑠実

 vs.  vs.  vs.  vs.

 辻 昌宏 /  岡本 一成 /  宇佐美 力 /  大塚 浩介 [2] /

 早瀬 舞  小池 真里奈  大塚　 絵梨奈  山下 萌絵

        

 After rest, Court & Time TBA  After rest, Court & Time TBA     

5  ミックスダブルス  SF  ミックスダブルス  SF     

 藤木 祐. +星 佳.  冨岡 博. +永田 順.     

 or 辻 昌. +早瀬 舞.  or 宇佐美 力. +大塚　 絵.     

 vs.  vs.     

 山本 直. +中川 潮.  向井 康. +星野 久.     

 or 岡本 一. +小池 真.  or 大塚 浩. +山下 萌.     

        


