
2020　１年生大会　Bリーグ　進行表

3 コート 4 コート 5 コート 6 コート

8:00 ～ 8:20

8:20 ～ 8:40

8:50 ～ 9:10

1 9:20 ～ 9:35 M1 ①－② 目木義人 (小　松) 田中治樹 (錦　丘) M3 ①－② 関根　大河 (金沢西) 坂本誠仁 (小　松) M5 ①－② 山口峻登 (寺　井) 中島怜聖 (星　稜) M7 ①－② 和田琉心 (鶴　来) 古田涼真 (鵬学園)

2 9:35 ～ 9:50 ③－④ 中川蒼葉 (県立工) 山科凌矢 (金沢学) ③－④ 北嶋壮汰 (錦　丘) 山内尚己 (金沢学) ③－④ 小川達彦 (金沢西) 神佐諭 (錦　丘) ③－④ 中村日南 (金沢西) 疋田廉征 (錦　丘)

3 9:50 ～ 10:05 ①－③ 目木義人 (小　松) 中川蒼葉 (県立工) ①－③ 関根　大河 (金沢西) 北嶋壮汰 (錦　丘) ①－③ 山口峻登 (寺　井) 小川達彦 (金沢西) ①－③ 和田琉心 (鶴　来) 中村日南 (金沢西)

4 10:05 ～ 10:20 ②－④ 田中治樹 (錦　丘) 山科凌矢 (金沢学) ②－④ 坂本誠仁 (小　松) 山内尚己 (金沢学) ②－④ 中島怜聖 (星　稜) 神佐諭 (錦　丘) ②－④ 古田涼真 (鵬学園) 疋田廉征 (錦　丘)

5 10:20 ～ 10:35 ①－④ 目木義人 (小　松) 山科凌矢 (金沢学) ①－④ 関根　大河 (金沢西) 山内尚己 (金沢学) ①－④ 山口峻登 (寺　井) 神佐諭 (錦　丘) ①－④ 和田琉心 (鶴　来) 疋田廉征 (錦　丘)

6 10:35 ～ 10:50 ②－③ 田中治樹 (錦　丘) 中川蒼葉 (県立工) ②－③ 坂本誠仁 (小　松) 北嶋壮汰 (錦　丘) ②－③ 中島怜聖 (星　稜) 小川達彦 (金沢西) ②－③ 古田涼真 (鵬学園) 中村日南 (金沢西)

1 11:00 ～ 11:15 M2 ①－② 鶴見翔太 (小　松) 菊田海生人 (錦　丘) M4 ①－② 下里右京 (寺　井) 井尻信作 (星　稜) M6 ①－② 鶴見俊斉 (寺　井) 小松優太 (星　稜) M8 ①－② 大田拓実 (鶴　来) 干場研音 (鵬学園)

2 11:15 ～ 11:30 ③－④ 道倉大和 (県立工) 大原実朔 (金沢学) ③－④ 橋田周弥 (金沢西) 腰翔太 (錦　丘) ③－④ 井藤和樹 (金沢西) 山田頼生 (錦　丘) ③－④ 大畑桔平 (金沢西) 坂下博哉 (錦　丘)

3 11:30 ～ 11:45 ①－③ 鶴見翔太 (小　松) 道倉大和 (県立工) ①－③ 下里右京 (寺　井) 橋田周弥 (金沢西) ①－③ 鶴見俊斉 (寺　井) 井藤和樹 (金沢西) ①－③ 大田拓実 (鶴　来) 大畑桔平 (金沢西)

4 11:45 ～ 12:00 ②－④ 菊田海生人 (錦　丘) 大原実朔 (金沢学) ②－④ 井尻信作 (星　稜) 腰翔太 (錦　丘) ②－④ 小松優太 (星　稜) 山田頼生 (錦　丘) ②－④ 干場研音 (鵬学園) 坂下博哉 (錦　丘)

5 12:00 ～ 12:15 ①－④ 鶴見翔太 (小　松) 大原実朔 (金沢学) ①－④ 下里右京 (寺　井) 腰翔太 (錦　丘) ①－④ 鶴見俊斉 (寺　井) 山田頼生 (錦　丘) ①－④ 大田拓実 (鶴　来) 坂下博哉 (錦　丘)

6 12:15 ～ 12:30 ②－③ 菊田海生人 (錦　丘) 道倉大和 (県立工) ②－③ 井尻信作 (星　稜) 橋田周弥 (金沢西) ②－③ 小松優太 (星　稜) 井藤和樹 (金沢西) ②－③ 干場研音 (鵬学園) 大畑桔平 (金沢西)

12:30 ～ 12:50

13:00 ～ 13:20

13:30 ～ 13:50

1 14:00 ～ 14:15 M18 ①－② 吉良颯志 (小松工) 常光倫太朗 (金市工) M19 ①－② 河本真之介 (小松工) 山岸蓮 (金市工) M21 ①－② 糠川駆琉 (明　峰) 安田千紘 (北陸学) M23 ①－② 宮田瑛大 (遊学館) 竹田圭志 (明　峰)

2 14:15 ～ 0:00 ③－④ 東出遥己 (明　倫) 笠井祐久 (泉　丘) ③－④ 釜田晃志 (明　倫) 横越康一郎 (泉　丘) ③－④ 寺尾知晃 (二　水) 畑海凜 (明　倫) ③－④ 坂田稜太 (二　水) 松本峻輔 (明　倫)

3 14:30 ～ 14:45 ①－③ 吉良颯志 (小松工) 東出遥己 (明　倫) ①－③ 河本真之介 (小松工) 釜田晃志 (明　倫) ①－③ 糠川駆琉 (明　峰) 寺尾知晃 (二　水) ①－③ 宮田瑛大 (遊学館) 坂田稜太 (二　水)

4 14:45 ～ 15:00 ②－④ 常光倫太朗 (金市工) 笠井祐久 (泉　丘) ②－④ 山岸蓮 (金市工) 横越康一郎 (泉　丘) ②－④ 安田千紘 (北陸学) 畑海凜 (明　倫) ②－④ 竹田圭志 (明　峰) 松本峻輔 (明　倫)

5 15:00 ～ 15:15 ①－④ 吉良颯志 (小松工) 笠井祐久 (泉　丘) ①－④ 河本真之介 (小松工) 横越康一郎 (泉　丘) ①－④ 糠川駆琉 (明　峰) 畑海凜 (明　倫) ①－④ 宮田瑛大 (遊学館) 松本峻輔 (明　倫)

6 15:15 ～ 15:30 ②－③ 常光倫太朗 (金市工) 東出遥己 (明　倫) ②－③ 山岸蓮 (金市工) 釜田晃志 (明　倫) ②－③ 安田千紘 (北陸学) 寺尾知晃 (二　水) ②－③ 竹田圭志 (明　峰) 坂田稜太 (二　水)

1 15:40 ～ 15:55 M17 ①－② 北川卓弥 (小松工) 山岸望 (金市工) M20 ①－② 清水陸斗 (小松工) 長大治郎 (金市工) M22 ①－② 𠮷野壮 (明　峰) 鈴木貴大 (北陸学) M24 ①－② 岡崎悠司 (遊学館) 保田心 (明　峰)

2 15:55 ～ 16:10 ③－④ 林叶眞 (明　倫) 田上大和 (泉　丘) ③－④ 小島寛斎 (明　倫) 浅田健風 (泉　丘) ③－④ 森大樹 (二　水) 井戸祥太郎 (明　倫) ③－④ 毛利颯太 (二　水) 葉佐爽汰 (明　倫)

3 16:10 ～ 16:25 ①－⑤ 北川卓弥 (小松工) 荒木悠希 (県立工) ①－③ 清水陸斗 (小松工) 小島寛斎 (明　倫) ①－③ 𠮷野壮 (明　峰) 森大樹 (二　水) ①－③ 岡崎悠司 (遊学館) 毛利颯太 (二　水)

4 16:25 ～ 16:40 ②－④ 山岸望 (金市工) 田上大和 (泉　丘) ②－④ 長大治郎 (金市工) 浅田健風 (泉　丘) ②－④ 鈴木貴大 (北陸学) 井戸祥太郎 (明　倫) ②－④ 保田心 (明　峰) 葉佐爽汰 (明　倫)

5 16:40 ～ 16:55 ③－⑤ 林叶眞 (明　倫) 荒木悠希 (県立工) ①－④ 清水陸斗 (小松工) 浅田健風 (泉　丘) ①－④ 𠮷野壮 (明　峰) 井戸祥太郎 (明　倫) ①－④ 岡崎悠司 (遊学館) 葉佐爽汰 (明　倫)

6 16:55 ～ 17:10 ①－④ 北川卓弥 (小松工) 田上大和 (泉　丘) ②－③ 長大治郎 (金市工) 小島寛斎 (明　倫) ②－③ 鈴木貴大 (北陸学) 森大樹 (二　水) ②－③ 保田心 (明　峰) 毛利颯太 (二　水)

7 コート 8 コート 9 コート 10 コート

8:00 ～ 8:20

8:20 ～ 8:40

8:50 ～ 9:10

1 9:20 ～ 9:35 M9 ①－② 細野昌也 (小　松) 福田大慶 (錦　丘) M11 ①－② 村井雅保 (寺　井) 矢田鷹真 (星　稜) M13 ①－② 横井優太 (寺　井) 木下隼輔 (星　稜) M15 ①－② 玉城冬磨 (北　陵) 今井智也 (松　任)

2 9:35 ～ 9:50 ③－④ 小山瑞貴 (石高専) 杉宮黎一 (金沢学) ③－④ 明石咲都 (金沢西) 岡啓彦 (錦　丘) ③－④ 直江駿弥 (金沢西) 野田蓮 (錦　丘) ③－④ 笠川凌 (石高専) 吉田匡宏 (錦　丘)

3 9:50 ～ 10:05 ①－③ 細野昌也 (小　松) 小山瑞貴 (石高専) ①－③ 村井雅保 (寺　井) 明石咲都 (金沢西) ①－③ 横井優太 (寺　井) 直江駿弥 (金沢西) ①－③ 玉城冬磨 (北　陵) 笠川凌 (石高専)

4 10:05 ～ 10:20 ②－④ 福田大慶 (錦　丘) 杉宮黎一 (金沢学) ②－④ 矢田鷹真 (星　稜) 岡啓彦 (錦　丘) ②－④ 木下隼輔 (星　稜) 野田蓮 (錦　丘) ②－④ 今井智也 (松　任) 吉田匡宏 (錦　丘)

5 10:20 ～ 10:35 ①－④ 細野昌也 (小　松) 杉宮黎一 (金沢学) ①－④ 村井雅保 (寺　井) 岡啓彦 (錦　丘) ①－④ 横井優太 (寺　井) 野田蓮 (錦　丘) ①－④ 玉城冬磨 (北　陵) 吉田匡宏 (錦　丘)

6 10:35 ～ 10:50 ②－③ 福田大慶 (錦　丘) 小山瑞貴 (石高専) ②－③ 矢田鷹真 (星　稜) 明石咲都 (金沢西) ②－③ 木下隼輔 (星　稜) 直江駿弥 (金沢西) ②－③ 今井智也 (松　任) 笠川凌 (石高専)

1 11:00 ～ 11:15 M10 ①－② 加川一瀬 (金沢西) 坂下瑞穂 (小　松) M12 ①－② 升崎智文 (寺　井) 牧野悠 (星　稜) M14 ①－② 関根壱流 (金沢学) 小寺康介 (石高専) M16 ①－② 竹中昴琉 (錦　丘) 喜多洋介 (松　任)

2 11:15 ～ 11:30 ③－④ 成田康晴 (錦　丘) 上名快音 (金沢学) ③－④ 中島航 (金沢西) 村田奈緒椰 (錦　丘) ③－④ 髙田直人 (金沢西) 桜井大生 (錦　丘) ③－④ 山口朱璃 (北　陵) 谷内悠晟 (石高専)

3 11:30 ～ 11:45 ①－③ 加川一瀬 (金沢西) 成田康晴 (錦　丘) ①－③ 升崎智文 (寺　井) 中島航 (金沢西) ①－③ 関根壱流 (金沢学) 髙田直人 (金沢西) ①－③ 竹中昴琉 (錦　丘) 山口朱璃 (北　陵)

4 11:45 ～ 12:00 ②－④ 坂下瑞穂 (小　松) 上名快音 (金沢学) ②－④ 牧野悠 (星　稜) 村田奈緒椰 (錦　丘) ②－④ 小寺康介 (石高専) 桜井大生 (錦　丘) ②－④ 喜多洋介 (松　任) 谷内悠晟 (石高専)

5 12:00 ～ 12:15 ①－④ 加川一瀬 (金沢西) 上名快音 (金沢学) ①－④ 升崎智文 (寺　井) 村田奈緒椰 (錦　丘) ①－④ 関根壱流 (金沢学) 桜井大生 (錦　丘) ①－④ 竹中昴琉 (錦　丘) 谷内悠晟 (石高専)

6 12:15 ～ 12:30 ②－③ 坂下瑞穂 (小　松) 成田康晴 (錦　丘) ②－③ 牧野悠 (星　稜) 中島航 (金沢西) ②－③ 小寺康介 (石高専) 髙田直人 (金沢西) ②－③ 喜多洋介 (松　任) 山口朱璃 (北　陵)

12:30 ～ 12:50

13:00 ～ 13:20

13:30 ～ 13:50

1 14:00 ～ 14:15 M25 ①－② 餅山知磨 (小松工) 深山陽樹 (金市工) M27 ①－② 頼長翔 (二　水) 後藤翔吾 (泉　丘) M29 ①－② 山本泰生 (遊学館) 松本隆世 (明　峰) M31 ①－② 東春輝 (明　倫) 津雲漣 (県立工)

2 14:15 ～ 0:00 ③－④ 千德直矢 (明　倫) 大岩泰史 (泉　丘) ③－④ 中村友哉 (小松工) 横山隼侑 (明　倫) ③－④ 川井桜芽 (二　水) 荒川蒼馬 (明　倫) ③－④ 小山慶太 (金大附) 中藏零 (明　峰)

3 14:30 ～ 14:45 ①－③ 餅山知磨 (小松工) 千德直矢 (明　倫) ①－③ 頼長翔 (二　水) 中村友哉 (小松工) ①－③ 山本泰生 (遊学館) 川井桜芽 (二　水) ①－③ 東春輝 (明　倫) 小山慶太 (金大附)

4 14:45 ～ 15:00 ②－④ 深山陽樹 (金市工) 大岩泰史 (泉　丘) ②－④ 後藤翔吾 (泉　丘) 横山隼侑 (明　倫) ②－④ 松本隆世 (明　峰) 荒川蒼馬 (明　倫) ②－④ 津雲漣 (県立工) 中藏零 (明　峰)

5 15:00 ～ 15:15 ①－④ 餅山知磨 (小松工) 大岩泰史 (泉　丘) ①－④ 頼長翔 (二　水) 横山隼侑 (明　倫) ①－④ 山本泰生 (遊学館) 荒川蒼馬 (明　倫) ①－④ 東春輝 (明　倫) 中藏零 (明　峰)

6 15:15 ～ 15:30 ②－③ 深山陽樹 (金市工) 千德直矢 (明　倫) ②－③ 後藤翔吾 (泉　丘) 中村友哉 (小松工) ②－③ 松本隆世 (明　峰) 川井桜芽 (二　水) ②－③ 津雲漣 (県立工) 小山慶太 (金大附)

1 15:40 ～ 15:55 M26 ①－② 松浦幸彦 (小松工) 北口颯太 (金市工) M28 ①－② 藤井大誠 (二　水) 岡田拓弥 (金大附) M30 ①－② 馬渕元希 (明　峰) 吉村岳斗 (北陸学) M32 ①－② 濱谷健太郎 (伏　見) 竹村和真 (遊学館)

2 15:55 ～ 16:10 ③－④ 江口倖士朗 (明　倫) 安間陸人 (泉　丘) ③－④ 中野快星 (小松工) 岡田悠矢 (明　倫) ③－④ 松井創平 (二　水) 宮本一冴 (明　倫) ③－④ 北山空 (明　峰) 德井千瑛 (明　倫)

3 16:10 ～ 16:25 ①－③ 松浦幸彦 (小松工) 江口倖士朗 (明　倫) ①－③ 藤井大誠 (二　水) 中野快星 (小松工) ①－③ 馬渕元希 (明　峰) 松井創平 (二　水) ①－③ 濱谷健太郎 (伏　見) 北山空 (明　峰)

4 16:25 ～ 16:40 ②－④ 北口颯太 (金市工) 安間陸人 (泉　丘) ②－④ 岡田拓弥 (金大附) 岡田悠矢 (明　倫) ②－④ 吉村岳斗 (北陸学) 宮本一冴 (明　倫) ②－④ 竹村和真 (遊学館) 德井千瑛 (明　倫)

5 16:40 ～ 16:55 ①－④ 松浦幸彦 (小松工) 安間陸人 (泉　丘) ①－④ 藤井大誠 (二　水) 岡田悠矢 (明　倫) ①－④ 馬渕元希 (明　峰) 宮本一冴 (明　倫) ①－④ 濱谷健太郎 (伏　見) 德井千瑛 (明　倫)

6 16:55 ～ 17:10 ②－③ 北口颯太 (金市工) 江口倖士朗 (明　倫) ②－③ 岡田拓弥 (金大附) 中野快星 (小松工) ②－③ 吉村岳斗 (北陸学) 松井創平 (二　水) ②－③ 竹村和真 (遊学館) 北山空 (明　峰)

2020　１年生大会　Bリーグ　進行表

11 コート 12 コート 13 コート 14 コート

8:00 ～ 8:20

8:20 ～ 8:40

8:50 ～ 9:10

1 9:20 ～ 9:35 W1 ①－② 山田美月 (松　任) 源莉里花 (二　水) W4 ①－② 西出彩笑 (明　峰) 瀬田彩音 (泉　丘) W7 ①－② 中川桜花 (錦　丘) 宮村夏帆 (伏　見) W10 ①－② 紙谷柚希 (石高専) 吉川結菜 (小　松)

2 9:35 ～ 9:50 ③－④ 藤井日咲 (金　沢) 岩城綾萌 (明　峰) ③－④ 一居万葉 (小　松) 鈴木真里奈 (金沢商) ③－④ 境美波 (金沢西) 鍋谷陽愛 (金　沢) ③－④ 山野未空 (金沢商) 遠藤愛奈 (錦　丘)

3 9:50 ～ 10:05 ①－⑤ 山田美月 (松　任) 奥井愛実 (金沢西) ①－⑤ 西出彩笑 (明　峰) 中野光 (金　沢) ①－⑤ 中川桜花 (錦　丘) 森脇愛莉 (小　松) ①－⑤ 紙谷柚希 (石高専) 堀井万愛 (金沢西)

4 10:05 ～ 10:20 ②－④ 源莉里花 (二　水) 岩城綾萌 (明　峰) ②－④ 瀬田彩音 (泉　丘) 鈴木真里奈 (金沢商) ②－④ 宮村夏帆 (伏　見) 鍋谷陽愛 (金　沢) ②－④ 吉川結菜 (小　松) 遠藤愛奈 (錦　丘)

5 10:20 ～ 10:35 ③－⑤ 藤井日咲 (金　沢) 奥井愛実 (金沢西) ③－⑤ 一居万葉 (小　松) 中野光 (金　沢) ③－⑤ 境美波 (金沢西) 森脇愛莉 (小　松) ③－⑤ 山野未空 (金沢商) 堀井万愛 (金沢西)

6 10:35 ～ 10:50 ①－④ 山田美月 (松　任) 岩城綾萌 (明　峰) ①－④ 西出彩笑 (明　峰) 鈴木真里奈 (金沢商) ①－④ 中川桜花 (錦　丘) 鍋谷陽愛 (金　沢) ①－④ 紙谷柚希 (石高専) 遠藤愛奈 (錦　丘)

1 11:00 ～ 11:15 W2 ①－② 北山華怜 (松　任) 西村実優 (二　水) W5 ①－② 山口七望 (泉　丘) 石津妃菜明 (明　峰) W8 ①－② 伊藤愛莉 (錦　丘) 村本風花 (伏　見) W11 ①－② 松﨑真幸 (金大附) 東明日香 (小　松)

2 11:15 ～ 11:30 ③－④ 樫田愛美 (金　沢) 森友花 (明　峰) ③－④ 亀田朱莉 (小　松) 小川芹奈 (金沢商) ③－④ 石黒世莉奈 (金沢西) 金谷愛理 (金　沢) ③－④ 大長広菜 (金沢商) 遠藤凜 (錦　丘)

3 11:30 ～ 11:45 ①－⑤ 北山華怜 (松　任) 奥田陽水 (金沢西) ①－⑤ 山口七望 (泉　丘) 熊野愛理 (金　沢) ①－⑤ 伊藤愛莉 (錦　丘) 山井愛絵 (小　松) ①－③ 松﨑真幸 (金大附) 大長広菜 (金沢商)

4 11:45 ～ 12:00 ②－④ 西村実優 (二　水) 森友花 (明　峰) ②－④ 石津妃菜明 (明　峰) 小川芹奈 (金沢商) ②－④ 村本風花 (伏　見) 金谷愛理 (金　沢) ②－④ 東明日香 (小　松) 遠藤凜 (錦　丘)

5 12:00 ～ 12:15 ③－⑤ 樫田愛美 (金　沢) 奥田陽水 (金沢西) ③－⑤ 亀田朱莉 (小　松) 熊野愛理 (金　沢) ③－⑤ 石黒世莉奈 (金沢西) 山井愛絵 (小　松) ①－④ 松﨑真幸 (金大附) 遠藤凜 (錦　丘)

6 12:15 ～ 12:30 ①－④ 北山華怜 (松　任) 森友花 (明　峰) ①－④ 山口七望 (泉　丘) 小川芹奈 (金沢商) ①－④ 伊藤愛莉 (錦　丘) 金谷愛理 (金　沢) ②－③ 東明日香 (小　松) 大長広菜 (金沢商)

1 12:40 ～ 12:55 W3 ①－② 笠井梨香 (鶴　来) 室谷真緒 (金　沢) W6 ①－② 奥田智花 (二　水) 二口小夜 (松　任) W9 ①－② 宮本瑠莉 (小　松) 清水愛佳 (金沢商) W12 ①－② 井上莉里 (金大附) 宮森美里 (小　松)

2 12:55 ～ 13:10 ③－④ 角媛乃世 (泉　丘) 亀田陽愛 (明　峰) ③－④ 西田あいり (金　沢) 河波恋雪 (明　峰) ③－④ 松本梨瑚 (鵬学園) 清水菜音 (錦　丘) ③－④ 山田真椰 (金沢商) 岡田萌 (錦　丘)

3 13:10 ～ 13:25 ①－⑤ 笠井梨香 (鶴　来) 北村はな (金沢商) ①－⑤ 奥田智花 (二　水) 豊田紫温 (金沢西) ①－⑤ 宮本瑠莉 (小　松) 舟瀬陽菜 (金沢西) ①－③ 井上莉里 (金大附) 山田真椰 (金沢商)

4 13:25 ～ 13:40 ②－④ 室谷真緒 (金　沢) 亀田陽愛 (明　峰) ②－④ 二口小夜 (松　任) 河波恋雪 (明　峰) ②－④ 清水愛佳 (金沢商) 清水菜音 (錦　丘) ②－④ 宮森美里 (小　松) 岡田萌 (錦　丘)

5 13:40 ～ 13:55 ③－⑤ 角媛乃世 (泉　丘) 北村はな (金沢商) ③－⑤ 西田あいり (金　沢) 豊田紫温 (金沢西) ③－⑤ 松本梨瑚 (鵬学園) 舟瀬陽菜 (金沢西) ①－④ 井上莉里 (金大附) 岡田萌 (錦　丘)

6 13:55 ～ 14:10 ①－④ 笠井梨香 (鶴　来) 亀田陽愛 (明　峰) ①－④ 奥田智花 (二　水) 河波恋雪 (明　峰) ①－④ 宮本瑠莉 (小　松) 清水菜音 (錦　丘) ②－③ 宮森美里 (小　松) 山田真椰 (金沢商)
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