
タイムテーブル ＜前半＞

受付8:50-9:10（実際　　　　　　　　　　　） 開会式9:20～9:35  (実際 　　　　　　　　　　)

① ➁ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪第２
ＴＤ－Ａ ＴＤ－Ｃ

940 LS.2-A- 1 LS.2-B- 2 LS.3-決- 1 LS.3-決- 2 MD.5-A- 1 MD.5-A- 2 TD-B-- 1 TD-B-- 2 TD-B-- 3 TD-A-- 1 TD-C-- 1

沼田尚美 平岡優麗 竹内怜 田村和子 礒崎隆 岩井明 蜂屋敷三人娘 レイン坊’Ｓ いなっち カリーナ アライズ

レインボー ８６年会 福栄小 レインボー レインボー 塩焼小ＰＴＡ 小中和子 久保木真弓 井上佳織 市川明子 安部彩

山下理宇 元谷崇 関口美由 飯田さつき 林良恵 荒谷淳子 田村瞳

レインボー 塩焼小ＰＴＡ 常守智子 池田明子 小林亜希子 北村麻美 大森千恵子

伊藤優 伊藤敦子 竹谷綾加 永柄華 高橋秀典 実川吉彰 鈴木工務店 きゅーぶ 新入部員 ピザポテト 飲んべぇ共和国

市川ジュニア レインボー 福栄小 土曜 ＭＢＣ レインボー 園井春江 畑中香 奥平香 齊藤美和子 石川久美

佐藤亮太 合田守 鈴木優子 河村美絵 華野晶恵 猪塚聖子 藤本真弓

ＭＢＣ ＭＢＣ 山口直美 吉田千栄子 袴田千早 金子涼子 吉倉祥子

###
LS.1-決- 1 LS.1-決- 2 LS.3-決- 3 LS.3-決- 4 MD.5-B- 3 MD.5-B- 4 TD-B-- 4 TD-B-- 5 TD-B-- 6 TD-A-- 2 TD-C-- 2

大澤すみれ 大塚ひかる 竹内怜 竹谷綾加 藤野茂之 石村早春 蜂屋敷三人娘 鈴木工務店 きゅーぶ フレンド グラスホッパー

市川五中 行徳 福栄小 福栄小 レインボー 塩焼小ＰＴＡ 小中和子 園井春江 畑中香 黒澤ひろみ 徳尾まり子

祐徳弘己 小倉佑輝 関口美由 鈴木優子 河村美絵 福元かおり 堀米陽子

レインボー 塩焼小ＰＴＡ 常守智子 山口直美 吉田千栄子 松本明子 水戸満子

竹内英子 美濃麗華 一瀬仁美 田村和子 菅野丈雄 一戸隆 ベイエリア レイン坊’Ｓ いなっち レイン嬢’Ｓ ＪＵＮ-ギャル

福栄小 大洲中 スマイル レインボー 南部 レインボー 山﨑里季 久保木真弓 井上佳織 小川晴恵 松丸真澄

菅野佑真 堀口敏秋 山之内愛 飯田さつき 林良恵 稲村千秋 松丸妙子

南部 福栄小 高田祥美 池田明子 小林亜希子 曽我淳子 中沢由里子

### LS.2-A- 3 LS.2-B- 4 LS.3-決- 5 LS.3-決- 6 MD.5-A- 5 MD.5-A- 6 TD-B-- 7 TD-B-- 8 TD-B-- 9 TD-A-- 3 TD-C-- 3

沼田尚美 平岡優麗 永柄華 竹内怜 礒崎隆 高橋秀典 新入部員 蜂屋敷三人娘 鈴木工務店 カリーナ アライズ

レインボー ８６年会 土曜 福栄小 レインボー ＭＢＣ 奥平香 小中和子 園井春江 市川明子 安部彩

山下理宇 佐藤亮太 華野晶恵 関口美由 鈴木優子 荒谷淳子 田村瞳

レインボー ＭＢＣ 袴田千早 常守智子 山口直美 北村麻美 大森千恵子

高橋まゆみ 永柄蘭 一瀬仁美 田村和子 岩井明 実川吉彰 ベイエリア きゅーぶ いなっち フレンド グラスホッパー

ＷＩＮ２１ 土曜 スマイル レインボー 塩焼小ＰＴＡ レインボー 山﨑里季 畑中香 井上佳織 黒澤ひろみ 徳尾まり子

元谷崇 合田守 山之内愛 河村美絵 林良恵 福元かおり 堀米陽子

塩焼小ＰＴＡ ＭＢＣ 高田祥美 吉田千栄子 小林亜希子 松本明子 水戸満子

### LS.1-決- 3 LS.1-決- 4 LS.3-決- 7 LS.3-決- 8 MD.5-B- 7 MD.5-B- 8 TD-B-- 10 TD-B-- 11 TD-B-- 12 TD-A-- 4 TD-C-- 4

大澤すみれ 竹内英子 竹谷綾加 田村和子 藤野茂之 菅野丈雄 レイン坊’Ｓ きゅーぶ 蜂屋敷三人娘 ピザポテト 飲んべぇ共和国

市川五中 福栄小 福栄小 レインボー レインボー 南部 久保木真弓 畑中香 小中和子 齊藤美和子 石川久美

祐徳弘己 菅野佑真 飯田さつき 河村美絵 関口美由 猪塚聖子 藤本真弓

レインボー 南部 池田明子 吉田千栄子 常守智子 金子涼子 吉倉祥子

大塚ひかる 美濃麗華 永柄華 一瀬仁美 石村早春 一戸隆 新入部員 ベイエリア いなっち レイン嬢’Ｓ ＪＵＮ-ギャル

行徳 大洲中 土曜 スマイル 塩焼小ＰＴＡ レインボー 奥平香 山﨑里季 井上佳織 小川晴恵 松丸真澄

小倉佑輝 堀口敏秋 華野晶恵 山之内愛 林良恵 稲村千秋 松丸妙子

塩焼小ＰＴＡ 福栄小 袴田千早 高田祥美 小林亜希子 曽我淳子 中沢由里子

### LS.2-A- 5 LS.2-B- 6 LS.3-決- 9 LS.3-決- 10 MD.5-A- 9 MD.5-A- 10 TD-B-- 13 TD-B-- 14 TD-A-- 5 TD-C-- 5

伊藤優 伊藤敦子 竹内怜 竹谷綾加 礒崎隆 高橋秀典 鈴木工務店 レイン坊’Ｓ カリーナ アライズ
市川ジュニア レインボー 福栄小 福栄小 レインボー ＭＢＣ 園井春江 久保木真弓 市川明子 安部彩

山下理宇 佐藤亮太 鈴木優子 飯田さつき 荒谷淳子 田村瞳

レインボー ＭＢＣ 山口直美 池田明子 北村麻美 大森千恵子

高橋まゆみ 永柄蘭 永柄華 一瀬仁美 実川吉彰 岩井明 新入部員 ベイエリア レイン嬢’Ｓ ＪＵＮ-ギャル

ＷＩＮ２１ 土曜 土曜 スマイル レインボー 塩焼小ＰＴＡ 奥平香 山﨑里季 小川晴恵 松丸真澄

合田守 元谷崇 華野晶恵 山之内愛 稲村千秋 松丸妙子

ＭＢＣ 塩焼小ＰＴＡ 袴田千早 高田祥美 曽我淳子 中沢由里子

### LS.1-決- 5 LS.1-決- 6 LS.2-優決 LS.2-３決 MD.5-B- 11 MD.5-B- 12 TD-B- 優決 TD-A-- 6 TD-C-- 6

大澤すみれ 竹内英子 藤野茂之 菅野丈雄 ピザポテト 飲んべぇ共和国

市川五中 福栄小 レインボー 南部 齊藤美和子 石川久美

祐徳弘己 菅野佑真 猪塚聖子 藤本真弓

レインボー 南部 金子涼子 吉倉祥子

美濃麗華 大塚ひかる 一戸隆 石村早春 フレンド グラスホッパー

大洲中 行徳 レインボー 塩焼小ＰＴＡ 黒澤ひろみ 徳尾まり子

堀口敏秋 小倉佑輝 福元かおり 堀米陽子

福栄小 塩焼小ＰＴＡ 松本明子 水戸満子

MD.5- 優決

1240終了予定
（実際　　　　　　　）

第1試合の審判

ＬＳ１，ＬＳ２ ＬＳ３ ＭＤ５ ＴＤ－Ｂ

第１試合の審判（不足は当番員で補充） 第1試合の審判 当番員が主審


