
1月9日（火） 予定57試合　/　可能試合数63試合 1月10日（水） 予定40試合　/　可能試合数66試合

ステージ ステージ

C コート B コート A コート  C コート B コート A コート

女子S-1 男子S-1 男子S-2 女子D-1 男子S 準決勝-38 男子S 準決勝-39

SA 　9:30 江川　vs　安部 室谷　vs　打矢 山形（空）　vs    久末 ① SA 9:00 岡本・長澤　vs　江川・工藤

小樽桜陽　　倶知安高 小樽桜陽　　余市紅志 クラッセ　　　共和高校 小樽潮陵　　　小樽桜陽

10:00 女子S-2 男子S-3 男子S-4 9:30 女子D-2 男子S 決勝-40 男子D-1

↓ 網野　vs　磯部 藪江（偉）　vs　野戸 本間　vs　矢田 ② ↓ 江川・川原田　vs　磯部・黒澤 千葉・島谷　vs　鈴木・横野

10:30 小樽桜陽　　余市紅志 　グリーン　　小樽潮陵 小樽工業　　岩内高校 10:00 小樽潮陵　　　　余市紅志・小樽商業 小樽工業　　小樽潮陵

10:30 女子S-3 女子S-4 男子S-5 10:00 女子D-3 男子D-2 男子D-3

↓ 南　vs　今井 滝澤　vs　江川 大西　vs　金田 ③ ↓ 山下・加茂　vs　大谷・笹山 水口・坂本　vs　岡島・德差 大西・大滝　vs　荻田・室谷

11:00 クラッセ　　小樽潮陵 小樽桜陽　　　小樽潮陵 倶知安高　　小樽潮陵 10:30 小樽潮陵　　　倶知安高 小樽桜陽　　　　寿都高校 倶知安高　　小樽桜陽

11:00 女子S-5 男子S-6 男子S-7 10:30 女子D-4 男子D-4 男子D-5

↓ 鳥羽　vs　宮村 藪江（隆）　vs　西野 河原　vs　枡谷 ④ ↓ 鳥羽・安部　vs　南・宮村 前田・渡辺　vs　鈴木・薮江 西村・平戸　vs　林・河原

11:30 倶知安高　　クラッセ 　グリーン　　余市紅志 小樽潮陵　　小樽工業 11:00 倶知安高　　　クラッセ 小樽桜陽　　　　グリーン 倶知安高　　　クラッセ・小樽潮陵

11:30 女子S-6 男子S-8 男子S-9 11:00 女子D-5 男子D-6 男子D-7

↓ 谷口　vs　　　　 奥谷　vs　林 　　渡辺　vs　山形（海） ⑤ ↓ 福井・林　vs　谷口・今井 山形・山形　vs　本間・枡谷 平野・矢田　vs　林・金田

12:00 小樽潮陵　　　　　　　 双葉高校　　　クラッセ 小樽桜陽　　　クラッセ 11:30 倶知安高　　小樽潮陵 クラッセ　　　　小樽工業 　　　岩内高校　　小樽潮陵

12:00 女子S-7 女子S-8 男子S-10 11:30 女子D-6 男子D-8 男子D-9

↓ 山下　vs　原 川原田　vs　　　　　 山口　vs　　　 ⑥ ↓ 齋藤・大友　vs　原・滝澤 齋藤・高松　vs　長島・打矢 野戸・塚原　vs　髙山・小野

12:30 小樽潮陵　　小樽桜陽 小樽潮陵　　　　　　　　 寿都高校　　　　　　　　 12:00 倶知安高　　小樽桜陽 小樽桜陽　　　余市紅志 小樽潮陵　　　寿都高校

12:30 女子S-9 男子S-11 男子S-12 12:00 女子D QF-7 男子D  2R-10 男子D 2R-11

↓ 　　　　　　vs　田中 西村　vs　小野 蛯沢　vs  　　 ⑦ ↓ 光野・坂下　vs　　　　　　　 山口・佐藤　vs　　　　　 小林・木下　vs　河原・鈴木

13:00 　　　　　　　　寿都高校 倶知安高　　寿都高校 余市紅志　　　　　　　　 12:30 小樽桜陽　　　　　　　　　 寿都高校　　　　　　　　 倶知安　　　小樽潮陵

13:00 女子S S-10 男子S-13 男子S-14 12:30 女子D QF-8 男子D 2R-12 男子D 2R-13

↓ 　　八田　vs　河尻　　 　　　vs　平野 齋藤　vs　 ⑧ ↓ 　 西野・蛯沢　vs　　　　　　 　　　　　　　vs　遠藤・古田

13:30　　　　　　　倶知安高　　グリーン　　　　　　　　　　　　　岩内高校 　余市紅志　　　　　　　 13:00 　 余市紅志　　　　　　　　 　　　　　　　　　岩内高校

13:30 女子S-11 女子S-12 男子S-15 13:00 女子D QF-9 男子D 2R-14 男子D 2R-15

↓ 　　　　vs　光野 　　大谷　vs　黒澤　　 　　　平戸　vs　笹浪　　 ⑨ ↓ 星・齋藤　vs　　　　　　 　　　　　　　vs　伊藤・黒澤

14:00 　　　　　　　　小樽桜陽　　　　　　倶知安高　　小樽商業　　　　　　倶知安高　　　　グリーン 13:30 余市紅志　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　寿都高校

14:00 女子S-13 男子S-16 男子S-17 13:30 女子D QF-10 男子D 2R-16 男子D 2R-17

↓ 　　　　vs　坂下 　　　大内　vs　前田　　 　　　　　vs　河村 ⑩ ↓ 　　　　　　　vs　網野・八田 笹浪・笹浪　vs　　　　　　 　　　　　　　vs　島川・河村

14:30 　　　　　　　小樽桜陽 　クラッセ　　　小樽桜陽 　　　　　　　　小樽桜陽 14:00 　　　　　　　　　　倶知安高 グリーン　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　小樽桜陽

14:30 女子S QF-14 男子S-18 男子S-19 14:00 女子D SF-11 男子D QF-18 男子D QF-19

↓       　vs　　　　 　大滝　vs　　　　 　　千葉　vs　遠藤　　 ⑪ ↓

15:00 倶知安高　　　　　　　 小樽工業　　　岩内高校 14:30

15:00 女子S QF-15 女子S QF-16 男子S-20 14:30 女子D SF-12 男子D QF-20 男子D QF-21

↓ 　　　　vs     　     　vs　　 高山　vs　島谷 ⑫ ↓

15:30 寿都高校　　小樽工業 15:00

15:30 女子S QF-17 男子S-21 男子S-22 15:00 女子D 決勝-13 男子D SF-22 男子D SF-23

↓ 　　vs　 　　　　　vs　伊藤 塚原　vs　　　　　 ⑬ ↓

16:00 　　　　　　　　　寿都高校 小樽潮陵　　　　　　　　 15:30

16:00 女子S 準決勝-18 男子S-23 男子S-24 15:30 男子D 決勝-30

↓ 古田　vs  荻田 　　　林　vs　佐藤　　 ⑭ ↓

16:30 岩内高校　　小樽桜陽 小樽潮陵　　　寿都高校　 16:00

16:30 女子S 準決勝-19 男子S 2R-25 男子S 3R-26 16:00

↓ 　　vs  星 ⑮ ↓

17:00 　　　　　　　　余市紅志 16:30

17:00 男子S 3R-27 男子S 3R-28 男子S 2R-29 16:30

↓ ⑯ ↓

17:30 17:00

17:30 女子S 決勝-20 男子S 3R-30 男子S 3R-31 17:00

↓ ⑰ ↓

18:00 17:30

18:00 男子S 3R-32 男子S 3R-33 男子S QF-34 17:30

↓ ⑱ ↓

18:30 18:00

18:30 男子S QF-35 男子S QF-36 男子S QF-37 18:00

↓ ⑲ ↓

19:00 18:30

19:00 18:30

↓ ⑳ ↓

19:30 19:00

19:30 19:00

↓ ㉑ ↓

20:00 19:30

19:30

㉒ ↓

20:00


