
[前半タイムテーブル]

■３月５日（土） 塩浜体育館 入館受付９：００－９：１５ 開会式９：２０－９：４０

（実際　受付 ～　　　集合呼び掛け　　　　開会式 　～　 　）

縦線枠内で横流し空きコート順 練習なしで試合開始すべし

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

945 MIX.1-A- 1 MIX.1-B- 2 MIX.1-C- 3 MIX.3-決- 1 MIX.3-決- 2 MIX.4-A- 1 MIX.4-B- 2 MIX.5-A- 1 MIX.5-B- 2 MIX.5-C- 3

松崎純 八巻凌 折原凌 関谷秀明 柴原大二郎 神智也 川井貴裕 笹原哲也 佐藤善弘 田崎雄也
SCRATCH☆ 土曜 SCRATCH☆ 福栄小 レインボー 大野 大野 福栄 土曜 福栄

山田千晴 長野来夢 村上美羽 北村麻美 柴原菜那 荒井澄江 渋井知佳 澁野麻友 西野綾 山﨑里季
行徳 行徳 行徳 スマイル レインボー 市川東部 大柏 新浜 フレンズ'92 スマイル

大平圭亮 田端朝晃 漆原昇 小林樹 益田匡 小川諒 堀井亮太 湊昭宏 小林直樹 池田涼太郎
南行羽球会 大洲中 福栄小 SCRATCH☆ 南行羽球会 新浜 全力☆スマッシュ 大柏 レインボー レインボー

熊谷優希 大澤すみれ 木原郁実 伊藤敦子 鍵山唯 米倉翔夏 堀井香織 神香 小川晴恵 池田明子
南行羽球会 市川五中 福栄小 レインボー 土曜 南行羽球会 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 レインボー レインボー

1010 MIX.1-D- 4 MIX.2-決- 1 MIX.2-決- 2 MIX.3-決- 3 MIX.3-決- 4 MIX.4-C- 3 MIX.4-A- 4 MIX.5-D- 4 MIX.5-E- 5 MIX.5-A- 6

坪井将希 今田結城 清水洋志 関谷秀明 小林樹 竹内祐 神智也 東秀洋 齊藤俊一 笹原哲也
SCRATCH☆ 行徳 行徳 福栄小 SCRATCH☆ 大野 大野 大柏 フレンズ'92 福栄

手島聡美 市川明子 大石苑佳 北村麻美 伊藤敦子 竹内怜 荒井澄江 松本明子 齊藤美和子 澁野麻友
手児奈 フレンズ'92 行徳 スマイル レインボー 福栄小 市川東部 フレンズ'92 フレンズ'92 新浜

鈴木裕介 染谷祐志 吉田雄 小林卓也 柴原大二郎 鷹取翔 羽鳥友浩 肥田貴広 富田悠月 黒田和俊
南部 行徳 ＣＵＢＥ 南行羽球会 レインボー 全力☆スマッシュ ＥＡＳＴ 新浜 土曜 レインボー

石田千枝子 相川麗衣 猪塚聖子 千代佳奈 柴原菜那 鷹取那菜 羽鳥澄子 斉藤邦子 木原希望 常守智子
レインボー 行徳 フレンズ'92 南行羽球会 レインボー 全力☆スマッシュ ＥＡＳＴ スマイル 土曜 フレンズ'92

1035 MIX.1-A- 5 MIX.1-B- 6 MIX.1-C- 7 MIX.3-決- 5 MIX.3-決- 6 MIX.4-B- 5 MIX.4-C- 6 MIX.5-B- 7 MIX.5-C- 8 MIX.5-D- 9

松崎純 八巻凌 折原凌 益田匡 関谷秀明 川井貴裕 竹内祐 佐藤善弘 田崎雄也 東秀洋
SCRATCH☆ 土曜 SCRATCH☆ 南行羽球会 福栄小 大野 大野 土曜 福栄 大柏

山田千晴 長野来夢 村上美羽 鍵山唯 北村麻美 渋井知佳 竹内怜 西野綾 山﨑里季 松本明子
行徳 行徳 行徳 土曜 スマイル 大柏 福栄小 フレンズ'92 スマイル フレンズ'92

永柄豪 皿谷武 近藤和輝 小林卓也 柴原大二郎 下野純 小池龍太郎 武富翔太郎 杉町敬人 稲村善之
土曜 レインボー ＣＵＢＥ 南行羽球会 レインボー 福栄小 レインボー 新浜 行徳 レインボー

美濃麗華 田村早苗 沼田尚美 千代佳奈 柴原菜那 川崎厚子 原夏美 牧野及美 関口美由 稲村千秋
大洲中 レインボー レインボー 南行羽球会 レインボー スマイル レインボー 行徳 行徳 レインボー

1100 MIX.1-D- 8 MIX.2-決- 3 MIX.2-決- 4 MIX.3-決- 7 MIX.3-決- 8 MIX.4-A- 7 MIX.4-B- 8 MIX.5-E- 10 MIX.5-A- 11 MIX.5-B- 12

坪井将希 今田結城 染谷祐志 小林樹 柴原大二郎 小川諒 堀井亮太 齊藤俊一 湊昭宏 小林直樹
SCRATCH☆ 行徳 行徳 SCRATCH☆ レインボー 新浜 全力☆スマッシュ フレンズ'92 大柏 レインボー

手島聡美 市川明子 相川麗衣 伊藤敦子 柴原菜那 米倉翔夏 堀井香織 齊藤美和子 神香 小川晴恵
手児奈 フレンズ'92 行徳 レインボー レインボー 南行羽球会 全力☆スマッシュ フレンズ'92 ＷＬＢ市川 レインボー

石井智大 清水洋志 吉田雄 益田匡 小林卓也 羽鳥友浩 下野純 神厚志 黒田和俊 武富翔太郎
行徳 行徳 ＣＵＢＥ 南行羽球会 南行羽球会 ＥＡＳＴ 福栄小 レインボー レインボー 新浜

石井友紀子 大石苑佳 猪塚聖子 鍵山唯 千代佳奈 羽鳥澄子 川崎厚子 湊香奈子 常守智子 牧野及美
行徳 行徳 フレンズ'92 土曜 南行羽球会 ＥＡＳＴ スマイル 市川東部 フレンズ'92 行徳

1125 MIX.1-A- 9 MIX.1-B- 10 MIX.1-C- 11 MIX.1-D- 12 MIX.2-決- 5 MIX.2-決- 6 MIX.4-C- 9 MIX.5-C- 13 MIX.5-D- 14 MIX.5-E- 15

大平圭亮 田端朝晃 漆原昇 鈴木裕介 今田結城 染谷祐志 鷹取翔 池田涼太郎 肥田貴広 富田悠月
南行羽球会 大洲中 福栄小 南部 行徳 行徳 全力☆スマッシュ レインボー 新浜 土曜

熊谷優希 大澤すみれ 木原郁実 石田千枝子 市川明子 相川麗衣 鷹取那菜 池田明子 斉藤邦子 木原希望
南行羽球会 市川五中 福栄小 レインボー フレンズ'92 行徳 全力☆スマッシュ レインボー スマイル 土曜

永柄豪 皿谷武 近藤和輝 石井智大 吉田雄 清水洋志 小池龍太郎 杉町敬人 稲村善之 神厚志
土曜 レインボー ＣＵＢＥ 行徳 ＣＵＢＥ 行徳 レインボー 行徳 レインボー レインボー

美濃麗華 田村早苗 沼田尚美 石井友紀子 猪塚聖子 大石苑佳 原夏美 関口美由 稲村千秋 湊香奈子
大洲中 レインボー レインボー 行徳 フレンズ'92 行徳 レインボー 行徳 レインボー 市川東部

第１体育館

第　　１　　試　　合　　の　　審　　判
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これより流し込み
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