
2022年6月11日(土) 12日(日)

第27回九州オープン ドロー
▶

新型コロナウィルス感染症予防対策ガイドライン
募集要項記載の大会ルール

をあらためてご確認いただき、ご協力お願いいたします。

@ファミリーウォール福岡

タイムテーブル
6/11(土) 種目 ラウンド 開始時刻 試合番号 試合形式

選手権 男子 1回戦 10:00 #1~ 5ゲーム
女子 〃 10:50 #5~ 〃
男子 2回戦 12:05 #11~ 〃
女子 予選決勝 13:45 #19~ 〃
男子 〃 14:35 #23~ 〃
女子 本戦1回戦 15:25 #27~ 〃
男子 〃 16:15 #31~ 〃

6/12(日) 種目 ラウンド 開始時刻 試合番号 試合形式
選手権 男子 準決勝 10:00 #35~ 5ゲーム

女子 〃 10:30 #37~ 〃
フレンド 男子 1回戦 11:00 #39~ 3ゲーム

女子 〃 11:30 #43~ 〃
選手権 男子プレート 1回戦 11:45 #45~ 〃

女子プレート 〃 12:00 #47~ 〃
フレンド 男子プレート 〃 12:15 #49~ 〃
選手権 男子プレート 2回戦 12:30 #51~ 〃

女子プレート 〃 13:00 #55~ 〃
フレンド 男子 準決勝 13:30 #59~ 〃

女子 2回戦 13:45 #61~ 〃
選手権 男子プレート 準決勝 14:00 #63~ 〃

女子プレート 〃 14:15 #65~ 〃
フレンド 男子 決勝 14:30 #67 〃

男子プレート 〃 14:30 #68 〃
女子 3回戦 14:45 #69 〃

選手権 男子プレート 決勝 15:00 #70 〃
女子プレート 〃 15:00 #71 〃
女子 3位決定戦 15:15 #71 5ゲーム
男子 〃 15:45 #72 〃
女子 決勝 16:15 #73 〃
男子 〃 16:45 #74 〃



第27回九州オープン 選手権男女本戦

すべて11点5ゲーム

6/11(土) 6/12(日) 6/11(土)

徳原 優輝 西 浩史
中央大学 31 33 ティップネス宮崎台

35 36

32 76 34

清野 裕司 岡田 賢
T-make’s 3位決定戦 StandOut KYOTO

(#74)15:45

74

6/11(土) 6/12(日) 6/11(土)

中藪 朋子 緒方 由美
ouheki 27 29 SQ-CUBE横浜

37 38

28 75 30

松原 理恵 道下 和子
SSB 3位決定戦 宮崎バディ

(#73)15:15

選手権男子本戦

(#31)16:15 (#33)16:40

(#27)15:25 (#29)15:50

8 6
(#35)10:00 (#36)10:00

(#76)16:45

(#28)15:25 (#30)15:50

5 7

5 7

8 6
(#37)10:30 (#38)10:30

(#75)16:15

(#32)16:15 (#34)16:40

選手権女子本戦



選手権男子予選
すべて6/11(土)

東野 至圭夫 岡 優鷹
Fujiyama 11 15 ルネサンス佐世保

(#11)12:05

大村 友浩 和田 芳孝
福大助監督 Family Wall福岡

23 25

日髙 吉彦 浅井 俊哉
セントラルスポーツ 1 3 OEC

宮武 俊輔 12 16 冨田 雄大
StandOut KYOTO Family Wall福岡

高柳 裕哉 乗末 朋美
コナミ西宮 Fujiyama

関 信彦 土岐 優生
セントラルスポーツ 17 近畿大学

13

内田 昂成 津野 大介 
日本体育大学 2 4 Blueprint福岡天神

24 26

城 大河 森川 宜範
Blueprint福岡天神 福大助監督

新井 秀 西村 直高
セントラルスポーツ 14 18 ティップネス宮崎台

堀 英陽 青山 正昭
StandOut KYOTO SQ-CUBE横浜

(#15)12:55

(#3)10:25

(#2)10:00

(#13)12:30

(#1)10:00

(#12)12:05

(#14)12:30

(#4)10:25

(#18)13:20

(#23)14:35 68

75

(#16)12:55

(#17)13:20

(#24)14:35 (#26)15:00

(#25)15:00

第27回九州オープン 選手権男子予選

すべて11点5ゲーム

初戦敗退者はプレートあり



選手権女子予選
すべて6/11(土)

大住 万葉子
リバティスカッシュコート 5 薄木 佳穂里

8 Family Wall福岡

(#8)11:15

二又 かほる
Family Wall福岡 19 21 川﨑 光

福大助監督

⾧岡 聖子
ティップネス宮崎台 6 金本 美由紀

セントラル広島

江﨑 郁佳
福大助監督

山村 早織
9 宮崎バディ

服部 桃香
日本体育大学 東原 彰子

20 22 九州支部

笹田 美乃里
Blue print福岡天神 7 尾潟 美咲

(#7)11:15 10 九州医療スポーツ専門学校

佐々木 典子
ルネサンス佐世保 亀田 亜由美

セントラル広島

(#6)10:50

(#5)10:50

(#19)13:45

(#20)13:45 (#22)14:10

(#10)11:40

(#9)11:40

75

8 6 (#21)14:10

すべて11点5ゲーム

初戦敗退者はプレートあり

第27回九州オープン 選手権女子予選



フレンド男子  
6/12(日)

冨田 雄大 青山 正昭
Family Wall福岡 39 41 SQ-CUBE横浜

杉谷 柊 杉谷 国博
Blueprint福岡天神 59 60 Blueprint福岡天神

新井 秀 杉谷 悠馬
セントラルスポーツ 40 67 42 Blueprint福岡天神

和田 芳孝 城 大河
Family Wall福岡 Blueprint福岡天神

(#39)11:00 (#41)11:15

(#59)13:30 (#60)13:30
(#67)14:30

(#40)11:00 (#42)11:15

第27回九州オープン フレンド男女

すべて11点3ゲーム

すべて11点3ゲーム

初戦敗退者はプレートあり

フレンド女子
6/12(日)

中山 薄木 笹田 杉谷

中山 詩乃
日本体育大学

(#43)11:30 (#61)13:45 (#69)14:45

薄木 佳穂里
Family Wall福岡

(#43)11:30 (#70)14:45 (#62)13:45

笹田 美乃里
Blueprint福岡天神

(#61)13:45 (#70)14:45 (#44)11:30

杉谷 絵美
Blueprint福岡天神

(#69)14:45 (#62)13:45 (#44)11:30


