
1月8日（火） 予定56試合　/　可能試合数63試合 1月9日（水） 予定35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-3 女子S-2 男子S-1 女子S 準決勝-29 男子S 準決勝-31 男子S 準決勝-30
SA 　9:30 宮村　vs　齋藤 小野　vs　花房 辻　　vs    河原 ① SA 9:00 vs vs vs

クラッセ　　倶知安高 倶知安高　　小樽桜陽 余市紅志　　　小樽桜陽
10:00 女子S-6 女子S-5 女子S-4 9:30 女子S 準決勝-30 男子S 決勝-32 男子D-1
↓ 白神　vs　伊藤 　川原田　vs  江川 　山田　vs　福岡　 ② ↓ vs vs 林・佐久間　vs　辻村・古林
10:30 倶知安高　　小樽潮陵 小樽潮陵　小樽桜陽 倶知安高　小樽潮陵 10:00 小樽潮陵　　　倶知安高
10:30 男子S 2R-4 男子S 2R-3 男子S 2R-2 10:00 女子D-1 女子S 決勝-31 男子D-2
↓ 國松　vs  佐久間 須永　vs　小松 山口　vs　　　 ③ ↓ 長澤・岡本　vs　齋藤・福井 vs 星・西野　vs　山下・渡辺
11:00  倶知安高　　小樽潮陵 倶知安高　　小樽潮陵 寿都高校　　　　　　 10:30 小樽潮陵　　　倶知安高 余市紅志　　寿都高校
11:00 男子S 2R-7 男子S 2R-6 男子S 2R-5 10:30 女子D-2 男子D-4 男子D-3
↓ 小林　vs　内藤 小谷　vs　堀岡 黒澤　vs　山形 ④ ↓ 宮村・黒澤　vs　渡邊・山田 須永・國松　vs　小谷・小谷 成田・森本　vs　村木・小松
11:30 倶知安高　　小樽潮陵 　グリーン　小樽桜陽 寿都高校　　クラッセ 11:00 クラッセ　　　倶知安高 倶知安高　　　　グリーン 小樽桜陽　　　小樽潮陵
11:30 女子S-9 女子S-8 女子S-7 11:00 女子D-4 女子D-3 男子D-5
↓ 鈴木　vs　多田 加藤　vs　山下 笹山　vs　長尾 ⑤ ↓ 鈴木・伊藤　vs　林・大友 江川・花房　vs　笹山・白神 大川・内藤　vs　蛯沢・長島
12:00 小樽潮陵　　倶知安高  小樽桜陽　　小樽潮陵 倶知安高　スウィング 11:30 小樽潮陵　　　倶知安高 小樽桜陽　　　倶知安高 小樽潮陵　　　余市紅志
12:00 女子S-12 女子S-11 女子S-10 11:30 女子D-6 女子D-5 男子D-6
↓ 　　林　vs　黒澤　 小野　vs　高嶋 福井　vs　加茂 ⑥ ↓ 小野・高嶋　vs　鈴木・小野 多田・井上　vs　福岡・川原田 小林・佐々木　vs　徳差・木村
12:30 倶知安高　　クラッセ 小樽桜陽　　倶知安高 倶知安高　　小樽潮陵 12:00 倶知安高　　　小樽桜陽 倶知安高　　　小樽潮陵 倶知安高　　　　寿都高校
12:30 男子S 2R-10 男子S 2R-9 男子S 2R-8 12:00 女子D QF-7 男子D QF-8 男子D-7
↓ 　　大森　vs　木村　　渡辺　vs　笹浪　　大川　vs　佐々木　　⑦ ↓ 光野・原　　vs　　　　　　　 山口・上田　vs　　　　　 打矢・辻　vs　大森・島川
13:00 小樽桜陽　寿都高校 寿都高校　小樽桜陽 小樽潮陵　倶知安高 12:30 小樽桜陽　　　　　　　 寿都高校　　　　　　　　 余市紅志　　　小樽桜陽
13:00 男子S 2R-13 男子S 2R-12 男子S 2R-11 12:30 男子D QF-11 男子D QF-10 男子D QF-9
↓ 　　斉木　vs　打矢　　　　徳差　vs　村木　　　　森本　vs　林　　⑧ ↓ 　　　　　　vs　　　　　　 　　　　　　vs　　　　　　 　　　　　　vs　　　　　　
13:30　　　　　　　倶知安高　余市紅志　　　　　　寿都高校　小樽潮陵 小樽桜陽　　小樽潮陵 13:00 　 　 　
13:30 女子S-15 女子S-14 女子S-13 13:00 女子D QF-10 女子D QF-9 女子D QF-8
↓ 　　　岡本　vs　大友　　　　鈴木　vs　渡邊　　　長澤　vs　井上　　⑨ ↓ 　　　　　　vs　　　　　　 　　　　　　vs　　　　　　 　　　　　　vs　　　　　　
14:00 小樽潮陵　　倶知安高 小樽桜陽　　倶知安高 小樽潮陵　　倶知安高 13:30 　 　
14:00 女子S-16 男子S 2R-15 男子S 2R-14 13:30 女子D 準決勝-11 男子D 準決勝-13 男子D 準決勝-12
↓ 　　　三河　vs　原　　　上田　vs　坂本　　　　　山下　vs　古林　　⑩ ↓ 　　　　　　vs　　　　　　 　　　　　　vs　　　　　　 　　　　　　vs　　　　　　
14:30 小樽潮陵　　小樽桜陽 寿都高校　小樽桜陽 寿都高校　倶知安高 14:00 　 　 　
14:30 女子S 2R-17 男子S 2R-17 男子S 2R-16 14:00 女子D 準決勝-12 男子D 決勝-14 男子D 3-4位
↓ 光野　vs　　 　　辻村　vs　長島　　　　藤田　vs　平野　　⑪ ↓ 　　　　　　vs　　　　　　
15:00 小樽桜陽　　　　　　　　　　　倶知安高　余市紅志　　　　　　小樽桜陽　岩内高校 14:30 　
15:00 女子S 2R-20 女子S 2R-19 女子S 2R-18 14:30 女子D 3-4位 女子D 決勝-13
↓ 　vs　 　　　vs     　     　vs　　 ⑫ ↓ 　　　　　　vs　　　　　　 　　　　　　vs　　　　　　
15:30 15:00 　 　
15:30 女子S 2R-22 女子S 2R-21 男子S 3R-18 15:00
↓ 　vs　 　vs　 　vs　 ⑬ ↓
16:00 15:30
16:00 男子S 3R-21 男子S 3R-20 男子S 3R-19 15:30
↓ 　vs　 　vs　 　vs　 ⑭ ↓
16:30 16:00
16:30 男子S 3R-24 男子S 3R-23 男子S 3R-22 16:00
↓ 　vs　 　vs　 　vs　 ⑮ ↓
17:00 16:30
17:00 女子S 2R-24 女子S 2R-23 男子S 3R-25 16:30
↓ 　　　vs     　     　vs　　 　vs　 ⑯ ↓
17:30 17:00
17:30 女子S QF-26 女子S QF-25 男子S QF-26 17:00
↓ 　　　vs     　     　vs　　 　vs　 ⑰ ↓
18:00 17:30
18:00 女子S QF-28 女子S QF-27 男子S QF-27 17:30
↓ 　　　vs     　     　vs　　 　vs　 ⑱ ↓
18:30 18:00
18:30 男子S QF-29 男子S QF-28 18:00
↓ 　vs　 　vs　 ⑲ ↓
19:00 18:30
19:00 自由練習用 自由練習用 自由練習用 18:30
↓ コート解放 コート解放 コート解放 ⑳ ↓
19:30 19:00
19:30 自由練習用 自由練習用 自由練習用 19:00
↓ コート解放 コート解放 コート解放 ㉑ ↓
20:00 19:30

19:30
㉒ ↓

20:00


