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センターコート コート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10

Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00

1 女子シングルス  R32 男子シングルス  R32 女子シングルス  R32 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32 女子シングルス  R32 女子シングルス  R32 女子ダブルス  R32 男子シングルス  R32

       森本 凪咲 /  

清水 綾乃 [1] 田島 尚輝 本玉 真唯 [9] 望月 勇希 [11] 片山 翔 山口 芽生 秋田 史帆 [7] 長船 香菜子 西脇 一樹

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

永田 杏里 山﨑 純平 [13]

カジュール アンジュ

オヴィ 今村 昌倫 竹内 研人 [14] 瀬間 詠里花 [5] 宮本 愛弓 岡村 恭香 [6] / 田沼 諒太 [6]

       高畑 寿弥  

         

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

2 男子シングルス  R32 女子シングルス  R32 女子シングルス  R32 女子シングルス  R32 男子シングルス  R32 男子シングルス  R32 女子シングルス  R32 女子ダブルス  R32 女子ダブルス  R32

       宗 公美 / 中島 美夢 /

伊藤 竜馬 [1] 本藤 咲良 田中 優季 [14] 松田 美咲 大和田 秀俊 斉藤 貴史 [10] 西郷 幸奈 宗 理美 伊藤 さつき

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

竹島 駿朗 江口 実沙 [12] 西郷 里奈 加治 遥 [3] 関口 周一 [8] 河内 一真 上田 らむ [16] 中沢 夏帆 / 内島 萌夏 /

       髙橋 玲奈 林 恵里奈

         

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

3 男子シングルス  R32 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R32 男子ダブルス  R16 男子ダブルス  R16 女子ダブルス  R32 女子ダブルス  R32 混合ダブルス  QF 男子ダブルス  R16

 仁木 拓人 / 内藤 祐希 / 岡村 一成 / 守谷 総一郎 / 吉冨 愛子 / 古川 鈴夏 / 笹井 正樹 / 井藤 祐一 /

清水 悠太 [4] 今井 慎太郎 [1] 本玉 真唯 [8] 河野 優平 竹内 研人 [3] 瀬間 詠里花 [5] 清水 千夏 高畑 寿弥 田沼 諒太

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

川上 倫平 島袋 将 / 下地 奈緒 / 望月 勇希 [7] / ロンギ 正幸 / 牛島 里咲 / 佐藤 南帆 / 逸﨑 凱人 / 山﨑 純平 [5] /

 田島 尚輝 清水 映里 福田 創楽 奥 大賢 鮎川 真奈 宮本 愛弓 西本 恵 徳田 廉大

         


