
タイムテーブル ＜後半＞

受付1:00-1:20（実際　　　　　　　　　　　） 開会式1:30～1:45  (実際 　　　　　　　　　　)

① ➁ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪第２
MD4(E)

150 MD.2-A- 1MD.2-B- 2 MD.2-C- 3 MD.2-C- 4 MD.2-D- 5 MD.3-A- 1 MD.3-B- 2 MD.3-C- 3 MD.3-D- 4 MD.3-E- 5 MD.4-E- 5

小林卓也 小原哲也 山口宏 下野純 神智也 高橋秀勝 渡辺英憲 富田悠月 廣瀬淳一 鈴木辰佳 吉岡徹
南行羽球会 行徳 SCRATCH☆ 福栄小 大野 大柏 土曜 土曜 曽谷 福栄小 福栄小

坂詰裕 平田敦大 野口高明 袖山則篤 石井伸一 西塚隼人 アリフアワン 高尾悠史 渡辺一郎 水落凌 中下丈正
南行羽球会 南行羽球会 SCRATCH☆ 南部 ＣＵＢＥ 大柏 土曜 土曜 曽谷 福栄小 ８６年会

肥田貴広 永柄豪 前田健太郎 濱川拓哉 岡本健太 河津大夢 松本昇一 大澤夏來 呉昊 神厚志 東秀洋
新浜 土曜 新浜 土曜 福栄小 ルーキーズ 南部 市川五中 ＪＵＮ レインボー 大柏

小川諒 田端朝晃 武富翔太郎 齋藤耀佑 小出武彦 徳尾匡哉 四ノ宮良拓 矢内慎吾 本山慎也 周東弘則 齊田ネイト

新浜 大洲中 新浜 土曜 福栄小 ルーキーズ 南部 市川一中 ＪＵＮ レインボー 大柏

215
MD.2-D- 6 MD.1-A- 1 MD.1-B- 2 MD.1-C- 3 MD.1-D- 4 MD.3-F- 6 MD.4-A- 1 MD.4-B- 2 MD.4-C- 3 MD.4-D- 4 MD.4-E- 6

合田つばさ 平田凌 漆原昇 石井智大 松崎純 浅海重則 大内武章 柘野進 小林良二 丸山季也 橋本真也
ＭＢＣ SCRATCH☆ 福栄小 行徳 SCRATCH☆ 大柏 全力☆スマッシュ レインボー 稲越 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川

木村赳也 遠藤良将 一柳尚輝 大谷俊貴 折原凌 高橋純一 横尾和馬 阿部行雄 中村徳一 大澤悠一 松原篤史
ＭＢＣ 行徳 行徳 福栄小 SCRATCH☆ 大柏 全力☆スマッシュ レインボー 稲越 個人一般 ＷＬＢ市川

杉町敬人 笹原哲也 藤田陽路 染谷祐志 山村拓也 渡辺透 山﨑誠 加藤昇平 光明孝幸 鶴亀隼人 立田昌俊
行徳 福栄 曽谷 行徳 全力☆スマッシュ 行徳 レインボー 塩焼小ＰＴＡ ＭＢＣ 南部 大野

羽鳥友浩 益田匡 清水洋志 竹内祐 鷹取翔 南城克俊 吉田広行 井上京太郎 遠山耕太 橘伊織 三輪将大

ＥＡＳＴ 南行羽球会 行徳 大野 全力☆スマッシュ 行徳 レインボー 土曜 ＭＢＣ ＣＵＢＥ 大野

240 MD.1-D- 5 MD.2-A- 7 MD.2-B- 8 MD.2-C- 9 MD.2-C- 10 MD.3-A- 7 MD.3-B- 8 MD.3-C- 9 MD.3-D- 10 MD.3-E- 11 MD.4-E- 11

関谷秀明 小林卓也 小原哲也 山口宏 前田健太郎 高橋秀勝 渡辺英憲 富田悠月 廣瀬淳一 鈴木辰佳 吉岡徹
福栄小 南行羽球会 行徳 SCRATCH☆ 新浜 大柏 土曜 土曜 曽谷 福栄小 福栄小

中村誠 坂詰裕 平田敦大 野口高明 武富翔太郎 西塚隼人 アリフアワン 高尾悠史 渡辺一郎 水落凌 中下丈正
ＭＢＣ 南行羽球会 南行羽球会 SCRATCH☆ 新浜 大柏 土曜 土曜 曽谷 福栄小 ８６年会

今田結城 山之内謙一 柴原大二郎 下野純 濱川拓哉 黒田和俊 小林直樹 實方智一 長田貢一 市川創 橋本真也
行徳 福栄小 レインボー 福栄小 土曜 レインボー レインボー レインボー 福栄小 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川

皿谷武 枝波裕志 小池龍太郎 袖山則篤 齋藤耀佑 二畑浩和 松岡正樹 樋口鈴朗 熊谷優太 菅原大輔 松原篤史

レインボー 福栄 レインボー 南部 土曜 行徳 レインボー レインボー 福栄小 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川

305 MD.2-D- 11 MD.2-D- 12 MD.1-A- 6 MD.1-B- 7 MD.1-C- 8 MD.3-F- 12 MD.4-A- 7 MD.4-B- 8 MD.4-C- 9 MD.4-D- 10 MD.4-E- 12

神智也 岡本健太 平田凌 漆原昇 石井智大 浅海重則 大内武章 柘野進 小林良二 丸山季也 東秀洋
大野 福栄小 SCRATCH☆ 福栄小 行徳 大柏 全力☆スマッシュ レインボー 稲越 ＷＬＢ市川 大柏

石井伸一 小出武彦 遠藤良将 一柳尚輝 大谷俊貴 高橋純一 横尾和馬 阿部行雄 中村徳一 大澤悠一 齊田ネイト

ＣＵＢＥ 福栄小 行徳 行徳 福栄小 大柏 全力☆スマッシュ レインボー 稲越 個人一般 大柏

合田つばさ 杉町敬人 一戸裕大 八巻凌 吉田雄 星名勇希 小池一芳 森永直樹 近岡由雪 眞鍋哲也 立田昌俊
ＭＢＣ 行徳 福栄小 土曜 ＣＵＢＥ レインボー ルーキーズ ＭＢＣ 大野 稲越 大野

木村赳也 羽鳥友浩 木村将紀 鈴木裕介 大岩貴士 森谷裕太 平良道爽 瀬間久稔 田川敬介 井上朝希生 三輪将大

ＭＢＣ ＥＡＳＴ 福栄小 南部 ＣＵＢＥ レインボー ルーキーズ ＭＢＣ 大野 稲越 大野

330 MD.1-D- 9 MD.1-D- 10 MD.2-A- 13 MD.2-B- 14 MD.2-C- 15 MD.3-A- 13 MD.3-B- 14 MD.3-C- 15 MD.3-D- 16 MD.3-E- 17 MD.4-E- 17

松崎純 山村拓也 肥田貴広 永柄豪 山口宏 河津大夢 松本昇一 大澤夏來 呉昊 神厚志 吉岡徹
SCRATCH☆ 全力☆スマッシュ 新浜 土曜 SCRATCH☆ ルーキーズ 南部 市川五中 ＪＵＮ レインボー 福栄小

折原凌 鷹取翔 小川諒 田端朝晃 野口高明 徳尾匡哉 四ノ宮良拓 矢内慎吾 本山慎也 周東弘則 中下丈正
SCRATCH☆ 全力☆スマッシュ 新浜 大洲中 SCRATCH☆ ルーキーズ 南部 市川一中 ＪＵＮ レインボー ８６年会

関谷秀明 今田結城 山之内謙一 柴原大二郎 濱川拓哉 黒田和俊 小林直樹 實方智一 長田貢一 市川創 立田昌俊
福栄小 行徳 福栄小 レインボー 土曜 レインボー レインボー レインボー 福栄小 全力☆スマッシュ 大野

中村誠 皿谷武 枝波裕志 小池龍太郎 齋藤耀佑 二畑浩和 松岡正樹 樋口鈴朗 熊谷優太 菅原大輔 三輪将大

ＭＢＣ レインボー 福栄 レインボー 土曜 行徳 レインボー レインボー 福栄小 全力☆スマッシュ 大野

355 MD.2-C- 16 MD.2-D- 17 MD.2-D- 18 MD.1-A- 11 MD.1-B- 12 MD.3-F- 18 MD.4-A- 13 MD.4-B- 14 MD.4-C- 15 MD.4-D- 16 MD.4-E- 18

前田健太郎 神智也 岡本健太 笹原哲也 藤田陽路 渡辺透 山﨑誠 加藤昇平 光明孝幸 鶴亀隼人 東秀洋
新浜 大野 福栄小 福栄 曽谷 行徳 レインボー 塩焼小ＰＴＡ ＭＢＣ 南部 大柏

武富翔太郎 石井伸一 小出武彦 益田匡 清水洋志 南城克俊 吉田広行 井上京太郎 遠山耕太 橘伊織 齊田ネイト

新浜 ＣＵＢＥ 福栄小 南行羽球会 行徳 行徳 レインボー 土曜 ＭＢＣ ＣＵＢＥ 大柏

下野純 杉町敬人 合田つばさ 一戸裕大 八巻凌 星名勇希 小池一芳 森永直樹 近岡由雪 眞鍋哲也 橋本真也
福栄小 行徳 ＭＢＣ 福栄小 土曜 レインボー ルーキーズ ＭＢＣ 大野 稲越 ＷＬＢ市川

袖山則篤 羽鳥友浩 木村赳也 木村将紀 鈴木裕介 森谷裕太 平良道爽 瀬間久稔 田川敬介 井上朝希生 松原篤史
南部 ＥＡＳＴ ＭＢＣ 福栄小 南部 レインボー ルーキーズ ＭＢＣ 大野 稲越 ＷＬＢ市川

420 MD.1-C- 13 MD.1-D- 14 MD.1-D- 15 MD.2-準決１ MD.2-準決２ MD.3-準々決１ MD.3-準々決２ MD.4-準々決１

染谷祐志 松崎純 山村拓也
行徳 SCRATCH☆ 全力☆スマッシュ

竹内祐 折原凌 鷹取翔 MD.2-決勝 MD.3-準決１ MD.3-準決２ MD.4-準決１ MD.4-準決２

大野 SCRATCH☆ 全力☆スマッシュ

吉田雄 今田結城 関谷秀明
ＣＵＢＥ 行徳 福栄小 MD.3-決勝 MD.4-決勝

大岩貴士 皿谷武 中村誠
ＣＵＢＥ レインボー ＭＢＣ

450 MD.1-準決１ MD.1-準決２

MD.1-決勝

550終了予定（実際　　　　　　　　　　）退館620予定（実際　　　　　　　）

ＭＤ１，ＭＤ２ ＭＤ３，ＭＤ４（ＡＢＣＤ）

第１試合の審判 第１試合の審判


