
[後半タイムテーブル]

■３月５日（土） 塩浜体育館 入館受付１３：３０－１３：４５ 開会式１３：５０－１４：００

（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
ＭＩＸ．９ ＭＩＸ．１０

200 MIX.6-A- 1 MIX.6-B- 2 MIX.7-B- 2 MIX.7-C- 3 MIX.7-D- 4 MIX.8-A- 1 MIX.8-B- 2 MIX.8-C- 3 MIX.9-決- 1 MIX.10-決- 1

濱川拓哉 高橋秀勝 永柄哲也 福元隆 西塚隼人 横尾和馬 松本昇一 尾崎雅彦 一戸隆 川村貴裕
土曜 大柏 土曜 フレンズ'92 大柏 全力☆スマッシュ 南部 レインボー レインボー 南部

井上淑恵 奥平香 永柄華 福元かおり 西塚弓子 伊藤亜由美 大月貴子 久保木真弓 安部彩 川村香織
土曜 ＷＬＢ市川 土曜 フレンズ'92 フレンズ'92 全力☆スマッシュ 南部 レインボー スマイル 南部

齊田ネイト 小林良二 四ノ宮良拓 橋本真也 菅原大輔 長谷本弘 隅田稜 鶴亀隼人 佐野弘 元谷崇
大柏 稲越 南部 ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ ＪＵＮ ＪＵＮ 南部 ＥＡＳＴ 塩焼小ＰＴＡ

田村瞳 小林亜希子 村上知子 大島純子 二口智美 長谷本静香 松丸真澄 林真弓 高橋博子 元谷結美
スマイル 稲越 スマイル ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ ＪＵＮ ＪＵＮ 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 塩焼小ＰＴＡ

225 MIX.6-B- 3 MIX.7-A- 1 MIX.7-E- 5 MIX.7-F- 6 MIX.7-F- 7 MIX.8-D- 4 MIX.8-E- 5 MIX.8-E- 6 MIX.9-決- 2 MIX.10-決- 2

瀬間久稔 渡辺英憲 市川創 廣瀬淳一 河津大夢 小牧智 吉田広行 藤野茂之 礒崎隆 菅井元
ＭＢＣ 土曜 全力☆スマッシュ 曽谷 ルーキーズ ＥＡＳＴ レインボー レインボー レインボー 南部

榎木彩乃 大嶋須見子 小池千春 小池僚子 吉倉祥子 斉藤由香 大森千恵子 坂井玲子 礒崎紀子 橘はるか
土曜 土曜 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 ルーキーズ ＥＡＳＴ スマイル レインボー レモン ＣＵＢＥ

二畑浩和 平良道爽 徳尾匡哉 藤原和彦 呉昊 合田守 毎床優斗 真下守雄 原崇 菅野丈雄
行徳 ルーキーズ ルーキーズ 新浜 ＪＵＮ ＭＢＣ 市川五中 大野 全力☆スマッシュ 南部

柳美緒子 藤本真弓 徳尾まり子 永井広美 清水艶 榎木和枝 毎床千ひろ 滝内彩子 古川蘭奈 菅野恭子
行徳 ルーキーズ ルーキーズ 新浜 全力☆スマッシュ スマイル 福栄小 大野 全力☆スマッシュ 南部

255 MIX.6-A- 4 MIX.6-B- 5 MIX.7-B- 9 MIX.7-C- 10 MIX.7-D- 11 MIX.8-A- 7 MIX.8-B- 8 MIX.8-C- 9 MIX.9-決- 3 MIX.10-決- 3

濱川拓哉 高橋秀勝 永柄哲也 福元隆 西塚隼人 横尾和馬 松本昇一 尾崎雅彦 一戸隆 川村貴裕
土曜 大柏 土曜 フレンズ'92 大柏 全力☆スマッシュ 南部 レインボー レインボー 南部

井上淑恵 奥平香 永柄華 福元かおり 西塚弓子 伊藤亜由美 大月貴子 久保木真弓 安部彩 川村香織
土曜 ＷＬＢ市川 土曜 フレンズ'92 フレンズ'92 全力☆スマッシュ 南部 レインボー スマイル 南部

阿部行雄 瀬間久稔 大内武章 山田悠太 加藤昇平 飯田恭司 祐徳弘己 樋口洋 礒崎隆 菅井元
レインボー ＭＢＣ 全力☆スマッシュ 全力☆スマッシュ 塩焼小ＰＴＡ レインボー レインボー ＪＵＮ レインボー 南部

田村和子 榎木彩乃 井利くにこ 宮本理雅 吉田千栄子 飯田さつき 祐徳比呂子 近藤紀子 礒崎紀子 橘はるか
レインボー 土曜 ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ ＣＵＢＥ レインボー レインボー ＪＵＮ レモン ＣＵＢＥ

320 MIX.6-B- 6 MIX.7-A- 8 MIX.7-E- 12 MIX.7-F- 13 MIX.7-F- 14 MIX.8-D- 10 MIX.8-E- 11 MIX.8-E- 12 MIX.9-決- 4 MIX.10-決- 4

小林良二 渡辺英憲 市川創 廣瀬淳一 藤原和彦 小牧智 吉田広行 毎床優斗 佐野弘 元谷崇
稲越 土曜 全力☆スマッシュ 曽谷 新浜 ＥＡＳＴ レインボー 市川五中 ＥＡＳＴ 塩焼小ＰＴＡ

小林亜希子 大嶋須見子 小池千春 小池僚子 永井広美 斉藤由香 大森千恵子 毎床千ひろ 高橋博子 元谷結美
稲越 土曜 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 新浜 ＥＡＳＴ スマイル 福栄小 ＷＬＢ市川 塩焼小ＰＴＡ

二畑浩和 藤原一人 吉岡徹 河津大夢 呉昊 実川吉彰 藤野茂之 真下守雄 原崇 菅野丈雄
行徳 全力☆スマッシュ 福栄小 ルーキーズ ＪＵＮ レインボー レインボー 大野 全力☆スマッシュ 南部

柳美緒子 小中和子 蛸谷麻美 吉倉祥子 清水艶 山本常子 坂井玲子 滝内彩子 古川蘭奈 菅野恭子
行徳 全力☆スマッシュ スマイル ルーキーズ 全力☆スマッシュ レインボー レインボー 大野 全力☆スマッシュ 南部

355 MIX.6-A- 7 MIX.6-B- 8 MIX.7-B- 16 MIX.7-C- 17 MIX.7-D- 18 MIX.8-A- 13 MIX.8-B- 14 MIX.8-C- 15 MIX.9-決- 5 MIX.10-決- 5

齊田ネイト 高橋秀勝 四ノ宮良拓 橋本真也 菅原大輔 長谷本弘 隅田稜 鶴亀隼人 一戸隆 川村貴裕
大柏 大柏 南部 ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ ＪＵＮ ＪＵＮ 南部 レインボー 南部

田村瞳 奥平香 村上知子 大島純子 二口智美 長谷本静香 松丸真澄 林真弓 安部彩 川村香織
スマイル ＷＬＢ市川 スマイル ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ ＪＵＮ ＪＵＮ 全力☆スマッシュ スマイル 南部

阿部行雄 二畑浩和 大内武章 山田悠太 加藤昇平 飯田恭司 祐徳弘己 樋口洋 原崇 菅野丈雄
レインボー 行徳 全力☆スマッシュ 全力☆スマッシュ 塩焼小ＰＴＡ レインボー レインボー ＪＵＮ 全力☆スマッシュ 南部

田村和子 柳美緒子 井利くにこ 宮本理雅 吉田千栄子 飯田さつき 祐徳比呂子 近藤紀子 古川蘭奈 菅野恭子
レインボー 行徳 ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ ＣＵＢＥ レインボー レインボー ＪＵＮ 全力☆スマッシュ 南部

420 MIX.6-B- 9 MIX.7-A- 15 MIX.7-E- 19 MIX.7-F- 20 MIX.7-F- 21 MIX.8-D- 16 MIX.8-E- 17 MIX.8-E- 18 MIX.9-決- 6 MIX.10-決- 6

小林良二 平良道爽 徳尾匡哉 廣瀬淳一 藤原和彦 合田守 吉田広行 毎床優斗 佐野弘 元谷崇
稲越 ルーキーズ ルーキーズ 曽谷 新浜 ＭＢＣ レインボー 市川五中 ＥＡＳＴ 塩焼小ＰＴＡ

小林亜希子 藤本真弓 徳尾まり子 小池僚子 永井広美 榎木和枝 大森千恵子 毎床千ひろ 高橋博子 元谷結美
稲越 ルーキーズ ルーキーズ ＷＬＢ市川 新浜 スマイル スマイル 福栄小 ＷＬＢ市川 塩焼小ＰＴＡ

瀬間久稔 藤原一人 吉岡徹 呉昊 河津大夢 実川吉彰 真下守雄 藤野茂之 礒崎隆 菅井元
ＭＢＣ 全力☆スマッシュ 福栄小 ＪＵＮ ルーキーズ レインボー 大野 レインボー レインボー 南部

榎木彩乃 小中和子 蛸谷麻美 清水艶 吉倉祥子 山本常子 滝内彩子 坂井玲子 礒崎紀子 橘はるか
土曜 全力☆スマッシュ スマイル 全力☆スマッシュ ルーキーズ レインボー 大野 レインボー レモン ＣＵＢＥ

第１体育館

ＭＩＸ．６，７Ａ ＭＩＸ．７Ｂ～Ｆ ＭＩＸ．８

これより流し込みこれより流し込み これより流し込み

第　　１　　試　　合　　の　　審　　判


