
[前半タイムテーブル] 受付900-930 開会式930-955 赤字選手は試合連続です

1 2 3 4 8 5 6 7 9 10 11

1000 MD.1-A- 1 MD.1-B- 2 MD.1-C- 3 LD.3-D- 4 LD.3-D- 5 MD.2-A- 1 MD.2-B- 2 MD.2-C- 3 1000 LD.3-A- 1 LD.3-B- 2 LD.3-C- 3

松崎純 相澤慈元 小原哲也 岡元夕佳 伊藤優 鏑木博貴 益田匡 富田悠月 森田由子 池田明子 高木美枝子

SCRATCH☆ SCRATCH☆ 行徳 スマイル 市川ジュニア ＣＵＢＥ 南行羽球会 土曜 レモン レインボー レモン

平田凌 木村匡孝 一戸裕大 古川陽子 山口心蒼 林直史 平田敦大 渡辺英憲 赤羽由香里 飯田さつき 兼田好恵

SCRATCH☆ SCRATCH☆ 福栄小 スマイル 市川ジュニア ＣＵＢＥ 南行羽球会 土曜 レモン レインボー レモン

久保田翔 吉田雄 山村拓也 市村華梛 井利くにこ 齋藤耀佑 前田健太郎 肥田貴広 田村瞳 大島純子 井上佳織

福栄 ＣＵＢＥ 全力☆スマッシュ 市川一中 ＷＬＢ市川 土曜 新浜 新浜 スマイル ＷＬＢ市川 稲越

川辺樹 大岩貴士 鷹取翔 星賀美咲 山之口陽子 濱川拓哉 武富翔太郎 小川諒 斉藤邦子 望田陽子 林良恵

福栄 ＣＵＢＥ 全力☆スマッシュ レインボー フレンズ'92 土曜 新浜 新浜 スマイル ＷＬＢ市川 稲越

1025 MD.1-D- 4 MD.1-A- 5 LD.1-決- 1 LD.3-A- 6 LD.3-B- 7 MD.2-C- 4 MD.2-D- 5 MD.2-D- 6 1025 LD.2-A- 1 LD.2-B- 2 LD.2-C- 3

遠藤良将 松崎純 松崎絵理 森田由子 池田明子 関谷秀明 今枝翔太郎 柴原大二郎 堀井香織 新井径代 上田有華

行徳 SCRATCH☆ 行徳 レモン レインボー 福栄小 土曜 レインボー 全力☆スマッシュ スマイル ＣＵＢＥ

北貢匡 平田凌 山田千晴 赤羽由香里 飯田さつき 大野直也 内田瞬 小池龍太郎 鷹取那菜 川崎厚子 渋井知佳

行徳 SCRATCH☆ 行徳 レモン レインボー 福栄小 土曜 レインボー 全力☆スマッシュ スマイル 大柏

柳澤弘利 大和田宜伸 美濃麗華 袴田千早 堀米陽子 合田つばさ 井熊琢堅 坂詰裕 米倉翔夏 吉田千栄子 関口美由

福栄小 行徳 大洲中 フレンズ'92 ルーキーズ ＭＢＣ ＥＡＳＴ 南行羽球会 南行羽球会 ＣＵＢＥ 行徳

阿部智浩 石井伸一 眞鍋柚 西野綾 吉倉祥子 木村赳也 岩窪奏汰 小林卓也 大石苑佳 前田彩恵子 常守智子

福栄小 ＣＵＢＥ 大洲中 フレンズ'92 ルーキーズ ＭＢＣ ＥＡＳＴ 南行羽球会 行徳 ＣＵＢＥ フレンズ'92

1050 MD.1-B- 6 MD.1-C- 7 LD.3-C- 8 LD.3-D- 9 LD.3-D- 10 MD.2-A- 7 MD.2-B- 8 MD.2-C- 9 1050 LD.2-D- 4 LD.2-A- 5 LD.2-B- 6

相澤慈元 小原哲也 高木美枝子 岡元夕佳 市村華梛 鏑木博貴 益田匡 富田悠月 西尾由希子 堀井香織 新井径代

SCRATCH☆ 行徳 レモン スマイル 市川一中 ＣＵＢＥ 南行羽球会 土曜 土曜 全力☆スマッシュ スマイル

木村匡孝 一戸裕大 兼田好恵 古川陽子 星賀美咲 林直史 平田敦大 渡辺英憲 高橋美佐 鷹取那菜 川崎厚子

SCRATCH☆ 福栄小 レモン スマイル レインボー ＣＵＢＥ 南行羽球会 土曜 妙典 全力☆スマッシュ スマイル

今田結城 石井智大 伊藤敦子 伊藤優 井利くにこ 山之内謙一 杉町敬人 関谷秀明 林田佳南穂 樋口洋子 柴原菜那

行徳 行徳 レインボー 市川ジュニア ＷＬＢ市川 福栄小 行徳 福栄小 行徳 レインボー レインボー

皿谷武 漆原昇 祐徳比呂子 山口心蒼 山之口陽子 枝波裕志 羽鳥友浩 大野直也 黒田真由美 山本典美 荻原咲子

レインボー 福栄小 レインボー 市川ジュニア フレンズ'92 福栄 ＥＡＳＴ 福栄小 行徳 スマイル レインボー

1115 MD.1-D- 8 MD.1-A- 9 LD.1-決- 2 LD.3-A- 11 LD.3-B- 12 MD.2-C- 10 MD.2-D- 11 MD.2-D- 12 1115 LD.2-C- 7 LD.2-D- 8 LD.2-A- 9

遠藤良将 久保田翔 松崎絵理 田村瞳 大島純子 肥田貴広 今枝翔太郎 井熊琢堅 上田有華 西尾由希子 米倉翔夏

行徳 福栄 行徳 スマイル ＷＬＢ市川 新浜 土曜 ＥＡＳＴ ＣＵＢＥ 土曜 南行羽球会

北貢匡 川辺樹 山田千晴 斉藤邦子 望田陽子 小川諒 内田瞬 岩窪奏汰 渋井知佳 高橋美佐 大石苑佳

行徳 福栄 行徳 スマイル ＷＬＢ市川 新浜 土曜 ＥＡＳＴ 大柏 妙典 行徳

八巻凌 大和田宜伸 石井友紀子 袴田千早 堀米陽子 合田つばさ 柴原大二郎 坂詰裕 黒澤ひろみ 福田美由紀 樋口洋子

土曜 行徳 行徳 フレンズ'92 ルーキーズ ＭＢＣ レインボー 南行羽球会 ８６年会 レモン レインボー

鈴木裕介 石井伸一 田所弥子 西野綾 吉倉祥子 木村赳也 小池龍太郎 小林卓也 鈴木美枝 森本裕子 山本典美

南部 ＣＵＢＥ 行徳 フレンズ'92 ルーキーズ ＭＢＣ レインボー 南行羽球会 ８６年会 レモン スマイル

1140 MD.1-B- 10 MD.1-C- 11 LD.3-C- 13 LD.3-D- 14 LD.3-D- 15 MD.2-A- 13 MD.2-B- 14 MD.2-C- 15 1140 LD.2-B- 10 LD.2-C- 11 LD.2-D- 12

吉田雄 山村拓也 井上佳織 岡元夕佳 市村華梛 齋藤耀佑 前田健太郎 富田悠月 吉田千栄子 関口美由 林田佳南穂

ＣＵＢＥ 全力☆スマッシュ 稲越 スマイル 市川一中 土曜 新浜 土曜 ＣＵＢＥ 行徳 行徳

大岩貴士 鷹取翔 林良恵 古川陽子 星賀美咲 濱川拓哉 武富翔太郎 渡辺英憲 前田彩恵子 常守智子 黒田真由美

ＣＵＢＥ 全力☆スマッシュ 稲越 スマイル レインボー 土曜 新浜 土曜 ＣＵＢＥ フレンズ'92 行徳

今田結城 石井智大 伊藤敦子 井利くにこ 伊藤優 山之内謙一 杉町敬人 合田つばさ 柴原菜那 黒澤ひろみ 福田美由紀

行徳 行徳 レインボー ＷＬＢ市川 市川ジュニア 福栄小 行徳 ＭＢＣ レインボー ８６年会 レモン

皿谷武 漆原昇 祐徳比呂子 山之口陽子 山口心蒼 枝波裕志 羽鳥友浩 木村赳也 荻原咲子 鈴木美枝 森本裕子

レインボー 福栄小 レインボー フレンズ'92 市川ジュニア 福栄 ＥＡＳＴ ＭＢＣ レインボー ８６年会 レモン

1205 MD.1-D- 12 LD.1-決- 3 MD.2-C- 16 MD.2-D- 17 MD.2-D- 18 1205

柳澤弘利 美濃麗華 肥田貴広 今枝翔太郎 井熊琢堅

福栄小 大洲中 新浜 土曜 ＥＡＳＴ

阿部智浩 眞鍋柚 小川諒 内田瞬 岩窪奏汰

福栄小 大洲中 新浜 土曜 ＥＡＳＴ

八巻凌 石井友紀子 関谷秀明 坂詰裕 柴原大二郎

土曜 行徳 福栄小 南行羽球会 レインボー

鈴木裕介 田所弥子 大野直也 小林卓也 小池龍太郎

南部 行徳 福栄小 南行羽球会 レインボー
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第１体育館 第２体育館

第１試合の審判
当番１協力

第１試合の審判 第１試合の審判

ＭＤ１ ＬＤ１，ＬＤ３ ＭＤ２
LD２

第１試合のみＬＤ３

審判はすべてＬＤ２待機選手
で行う



[後半タイムテーブル] 受付140-200 開会式200-225 赤字選手は試合連続です

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

230 MD.3-A- 1 MD.3-B- 2 MD.3-C- 3 MD.3-D- 4 MD.3-E- 5 LD.4-A- 1 LD.4-B- 2 LD.4-C- 3 230 MD.4-A- 1 MD.4-B- 2 MD.4-C- 3

下野純 廣瀬淳一 浅海重則 齋藤貴之 齋藤徹 川井恵子 山﨑里季 鈴木優子 渡辺透 井上朝希生 呉昊

福栄小 曽谷 大柏 稲越 稲越 ＭＢＣ スマイル スマイル 行徳 稲越 ＪＵＮ

田崎雄也 渡辺一郎 高橋純一 小林良二 長谷川誠 冨張千恵 久保木真弓 田村扶美子 南城克俊 眞鍋哲也 長谷本弘

福栄小 曽谷 大柏 稲越 稲越 ＭＢＣ スマイル スマイル 行徳 稲越 ＪＵＮ

市川創 松本昇一 須永直樹 小出武彦 清水信吾 小池僚子 高橋博子 藤本真弓 原崇 橋本真也 塚田敬

全力☆スマッシュ 南部 新浜 福栄小 南部 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 ルーキーズ 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 レインボー

菅原大輔 四ノ宮良拓 藤原和彦 岡本健太 清水翼 澁谷久美子 吉田真由美 徳尾まり子 シムスンヨン 丸山孝広 吉田広行

全力☆スマッシュ 南部 新浜 福栄小 南部 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 ルーキーズ 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 レインボー

255 MD.3-E- 6 MD.5-A- 1 MD.5-B- 2 MD.3-A- 7 MD.3-B- 8 LD.5-A- 1 LD.5-B- 2 LD.4-A- 4 255 MD.4-D- 4 MD.4-E- 5 MD.4-A- 6

小林直樹 礒崎隆 光明孝幸 下野純 廣瀬淳一 堀口千恵子 大島愛 川井恵子 石井正弘 大内武章 渡辺透

レインボー レインボー ＭＢＣ 福栄小 曽谷 福栄小 ＷＬＢ市川 ＭＢＣ レインボー 全力☆スマッシュ 行徳

神厚志 祐徳弘己 合田守 田崎雄也 渡辺一郎 小林みどり 松丸節子 冨張千恵 永井正俊 横尾和馬 南城克俊

レインボー レインボー ＭＢＣ 福栄小 曽谷 福栄小 ＷＬＢ市川 ＭＢＣ レインボー 全力☆スマッシュ 行徳

熊谷優太 小杉大翔 菅野丈雄 番幸裕 高橋秀勝 大平佳恵 大月貴子 古川蘭奈 亀石貴之 田川敬介 後藤信之

福栄小 ＷＬＢ市川 南部 レインボー 大柏 ＥＡＳＴ 南部 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 大野 ＷＬＢ市川

長田貢一 斎藤隼 菅野佑真 松岡正樹 西塚隼人 谷口美聡 安藤靖子 二口智美 柳澤英敏 近岡由雪 小林雅樹

福栄小 ＷＬＢ市川 南部 レインボー 大柏 ＥＡＳＴ 南部 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川 大野 ＷＬＢ市川

320 MD.3-C- 9 MD.3-D- 10 MD.3-E- 11 MD.3-E- 12 MD.5-A- 3 LD.4-B- 5 LD.4-C- 6 LD.5-A- 3 320 MD.4-B- 7 MD.4-C- 8 MD.4-D- 9

浅海重則 齋藤貴之 齋藤徹 清水信吾 礒崎隆 山﨑里季 鈴木優子 堀口千恵子 井上朝希生 呉昊 石井正弘

大柏 稲越 稲越 南部 レインボー スマイル スマイル 福栄小 稲越 ＪＵＮ レインボー

高橋純一 小林良二 長谷川誠 清水翼 祐徳弘己 久保木真弓 田村扶美子 小林みどり 眞鍋哲也 長谷本弘 永井正俊

大柏 稲越 稲越 南部 レインボー スマイル スマイル 福栄小 稲越 ＪＵＮ レインボー

市村知滉 二畑浩和 小林直樹 熊谷優太 高橋秀典 塙真由美 宮本理雅 ヴィニータ 柘野進 冨張航也 本山慎也

レインボー 行徳 レインボー 福栄小 ＭＢＣ ＭＢＣ 全力☆スマッシュ スマイル レインボー ＭＢＣ ＪＵＮ

原諒祐 黒田和俊 神厚志 長田貢一 堀田茂 加藤順子 伊藤亜由美 湯川有紀 阿部行雄 瀬間久稔 岡崎裕太

レインボー レインボー レインボー 福栄小 ＭＢＣ ＭＢＣ 全力☆スマッシュ スマイル レインボー ＭＢＣ ＪＵＮ

345 MD.5-B- 4 MD.3-A- 13 MD.3-B- 14 MD.3-C- 15 MD.3-D- 16 LD.5-B- 4 LD.4-A- 7 LD.4-B- 8 345 MD.4-E- 10 MD.4-A- 11 MD.4-B- 12

光明孝幸 市川創 松本昇一 須永直樹 小出武彦 大島愛 小池僚子 高橋博子 大内武章 原崇 橋本真也

ＭＢＣ 全力☆スマッシュ 南部 新浜 福栄小 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川

合田守 菅原大輔 四ノ宮良拓 藤原和彦 岡本健太 松丸節子 澁谷久美子 吉田真由美 横尾和馬 シムスンヨン 丸山孝広

ＭＢＣ 全力☆スマッシュ 南部 新浜 福栄小 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 全力☆スマッシュ 全力☆スマッシュ ＷＬＢ市川

実川吉彰 番幸裕 高橋秀勝 市村知滉 二畑浩和 梅澤奈那美 古川蘭奈 塙真由美 一戸隆 後藤信之 柘野進

レインボー レインボー 大柏 レインボー 行徳 ＪＵＮ 全力☆スマッシュ ＭＢＣ レインボー ＷＬＢ市川 レインボー

堀口敏秋 松岡正樹 西塚隼人 原諒祐 黒田和俊 長谷本静香 二口智美 加藤順子 吉岡徹 小林雅樹 阿部行雄

福栄小 レインボー 大柏 レインボー レインボー ＪＵＮ 全力☆スマッシュ ＭＢＣ 福栄小 ＷＬＢ市川 レインボー

410 MD.3-E- 17 MD.3-E- 18 MD.5-A- 5 MD.5-B- 6 LD.4-C- 9 LD.5-A- 5 LD.5-B- 6 410 MD.4-C- 13 MD.4-D- 14 MD.4-E- 15

齋藤徹 清水信吾 小杉大翔 菅野丈雄 藤本真弓 大平佳恵 大月貴子 塚田敬 亀石貴之 田川敬介

稲越 南部 ＷＬＢ市川 南部 ルーキーズ ＥＡＳＴ 南部 レインボー ＷＬＢ市川 大野

長谷川誠 清水翼 斎藤隼 菅野佑真 徳尾まり子 谷口美聡 安藤靖子 吉田広行 柳澤英敏 近岡由雪

稲越 南部 ＷＬＢ市川 南部 ルーキーズ ＥＡＳＴ 南部 レインボー ＷＬＢ市川 大野

熊谷優太 小林直樹 高橋秀典 実川吉彰 宮本理雅 ヴィニータ 梅澤奈那美 冨張航也 本山慎也 一戸隆

福栄小 レインボー ＭＢＣ レインボー 全力☆スマッシュ スマイル ＪＵＮ ＭＢＣ ＪＵＮ レインボー

長田貢一 神厚志 堀田茂 堀口敏秋 伊藤亜由美 湯川有紀 長谷本静香 瀬間久稔 岡崎裕太 吉岡徹

福栄小 レインボー ＭＢＣ 福栄小 全力☆スマッシュ スマイル ＪＵＮ ＭＢＣ ＪＵＮ 福栄小

435

審判はすべてＬＤ４ＬＤ５待機
選手で行う

第１試合の審判
随所で当番協力

ＭＤ４

審判はすべてＭＤ４待機選
手で行う

第２体育館第１体育館

ＭＤ３・ＭＤ５ ＬＤ４・ＬＤ５


