
[タイムテーブル] ＜前半＞

受付８：５５－９：０５ 開会式９：１０－９：２０ （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
ＬＤ５

930 LD.1-A- 1 LD.1-B- 2 LD.2-A- 1 LD.2-B- 2 LD.2-C- 3 LD.3-A- 1 LD.3-B- 2 LD.4-A- 1 LD.4-B- 2 LD.5-A- 1
沼田尚美 竹内英子 堀井香織 福元かおり 新井径代 井利くにこ 関口美由 小池僚子 安部彩 安藤靖子

レインボー 福栄小 全力☆スマッシュ フレンズ'92 スマイル ＷＬＢ市川 行徳 ＷＬＢ市川 スマイル 南部

大川愛 木原郁実 鷹取那菜 松本明子 川﨑厚子 秋本愛 常守智子 澁谷久美子 村上知子 大月貴子
レインボー 福栄小 全力☆スマッシュ フレンズ'92 スマイル フレンズ'92 フレンズ'92 ＷＬＢ市川 スマイル 南部

髙橋美佐 伊藤さくら 袴田千早 竹内怜 西結衣 斉藤邦子 二口智美 石川久美 吉岡正美 井上絹子
妙典 昭和学院中 フレンズ'92 昭和学院中 昭和学院中 スマイル 全力☆スマッシュ ルーキーズ ＥＡＳＴ レモン

西尾由希子 野口怜奈 西野綾 関原咲景 多田華音 田村瞳 伊藤亜由美 藤本真弓 松丸節子 後藤よしえ
土曜 昭和学院中 フレンズ'92 昭和学院中 昭和学院中 スマイル 全力☆スマッシュ ルーキーズ ＥＡＳＴ レモン

955

LD.1-C- 3 LD.1-D- 4 LD.2-D- 4 LD.2-D- 5 LD.2-E- 6 LD.3-C- 3 LD.3-D- 4 LD.4-C- 3 LD.4-D- 4 LD.5-B- 2
稲村夏姫 田村早苗 落合美可子 吉田千栄子 福田美由紀 鈴木優子 山之内愛 冨張千恵 吉倉祥子 橘はるか

レインボー レインボー 手児奈 ＣＵＢＥ レモン スマイル スマイル 福栄小 ルーキーズ ＣＵＢＥ

北川景子 柚木咲良 伊野こはく 尾崎一湖 森本裕子 市川忍 阿部保子 川井恵子 徳尾まり子 田中綾子
レインボー 昭和学院中 昭和学院中 ＣＵＢＥ レモン スマイル スマイル 福栄小 ルーキーズ 南部

鈴木友椛 鍵山唯 星賀美咲 杉浦麻衣 林田佳南穂 小林亜希子 兼田好恵 大島愛 高橋博子 高橋悠
昭和学院高 土曜 レインボー 市川東部 行徳 稲越 レモン ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 昭和学院高

吉沼杏美 根本真緒 市村華梛 荒谷淳子 黒田真由美 斉藤由香 高木美枝子 山崎志乃 吉田真由美 鈴木纏
昭和学院高 土曜 千葉商大付高 市川東部 行徳 ＥＡＳＴ レモン ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 昭和学院中

1020

LD.1-A- 5 LD.1-B- 6 LD.2-E- 7 LD.2-A- 8 LD.2-B- 9 LD.3-E- 5 LD.3-A- 6 LD.4-E- 5 LD.4-A- 6 LD.5-B- 3
沼田尚美 竹内英子 小島未夢 堀井香織 福元かおり 伊藤敦子 井利くにこ 大野雪枝 小池僚子 今村亜弓

レインボー 福栄小 昭和学院高 全力☆スマッシュ フレンズ'92 レインボー ＷＬＢ市川 ＴＤＫ ＷＬＢ市川 ＭＢＣ

大川愛 木原郁実 原田佳歩 鷹取那菜 松本明子 祐徳比呂子 秋本愛 野老萌衣 澁谷久美子 早山葉月
レインボー 福栄小 昭和学院高 全力☆スマッシュ フレンズ'92 レインボー フレンズ'92 ＴＤＫ ＷＬＢ市川 ＭＢＣ

畑中彩花 柴原菜那 堀米亜佐子 原夏美 上迫史恵 大島純子 小松尚美 濱田由美子 別府彩音 毎床千ひろ
昭和学院中 レインボー 市川東部 レインボー 市川東部 ＷＬＢ市川 福栄小 塩焼小ＰＴＡ 福栄小 大柏

野口怜奈 荻原咲子 浅野志津香 小林かおり 湊香奈子 望田陽子 別府郁代 澤田映子 塙真由美 竹谷綾加
昭和学院中 レインボー 大野 レインボー 市川東部 ＷＬＢ市川 福栄小 塩焼小ＰＴＡ 福栄小 福栄小

1045 LD.1-C- 7 LD.1-D- 8 LD.2-C- 10 LD.2-D- 11 LD.2-D- 12 LD.3-B- 7 LD.3-C- 8 LD.4-B- 7 LD.4-C- 8 LD.5-A- 4
稲村夏姫 田村早苗 新井径代 落合美可子 星賀美咲 関口美由 鈴木優子 安部彩 冨張千恵 安藤靖子

レインボー レインボー スマイル 手児奈 レインボー 行徳 スマイル スマイル 福栄小 南部

北川景子 柚木咲良 川﨑厚子 伊野こはく 市村華梛 常守智子 市川忍 村上知子 川井恵子 大月貴子
レインボー 昭和学院中 スマイル 昭和学院中 千葉商大付高 フレンズ'92 スマイル スマイル 福栄小 南部

北村麻美 藤川紗帆 黒澤ひろみ 吉田千栄子 杉浦麻衣 山口直美 小中和子 加藤順子 金子睦美 安川弘美
スマイル ＣＵＢＥ ８６年会 ＣＵＢＥ 市川東部 スマイル 全力☆スマッシュ 福栄小 フレンズ'92 ＥＡＳＴ

市川明子 大塚ひかる 鈴木美枝 尾崎一湖 荒谷淳子 大森千恵子 高橋麻希 中村あゆみ 繁森心美 大平佳恵
フレンズ'92 行徳 ８６年会 ＣＵＢＥ 市川東部 スマイル フレンズ'92 福栄小 フレンズ'92 ＥＡＳＴ

1110 LD.1-A- 9 LD.1-B- 10 LD.2-E- 13 LD.2-E- 14 LD.2-A- 15 LD.3-D- 9 LD.3-E- 10 LD.4-D- 9 LD.4-E- 10 LD.5-B- 5
髙橋美佐 伊藤さくら 福田美由紀 林田佳南穂 袴田千早 山之内愛 伊藤敦子 吉倉祥子 大野雪枝 橘はるか

妙典 昭和学院中 レモン 行徳 フレンズ'92 スマイル レインボー ルーキーズ ＴＤＫ ＣＵＢＥ

西尾由希子 野口怜奈 森本裕子 黒田真由美 西野綾 阿部保子 祐徳比呂子 徳尾まり子 野老萌衣 田中綾子
土曜 昭和学院中 レモン 行徳 フレンズ'92 スマイル レインボー ルーキーズ ＴＤＫ 南部

畑中彩花 柴原菜那 小島未夢 堀米亜佐子 原夏美 小池千春 松崎玲希 野々山莉里 広沢さくら 今村亜弓
昭和学院中 レインボー 昭和学院高 市川東部 レインボー 全力☆スマッシュ スマイル 昭和学院中 昭和学院高 ＭＢＣ

野口怜奈 荻原咲子 原田佳歩 浅野志津香 小林かおり 安田麻央 山﨑里季 椎名彩 冨山鳴 早山葉月
昭和学院中 レインボー 昭和学院高 大野 レインボー 全力☆スマッシュ スマイル 昭和学院中 昭和学院高 ＭＢＣ

1135 LD.1-C- 11 LD.2-B- 16 LD.2-C- 17 LD.2-D- 18 LD.3-A- 11 LD.3-B- 12 LD.3-C- 13 LD.4-A- 11 LD.4-B- 12 LD.5-B- 6
鈴木友椛 竹内怜 西結衣 落合美可子 斉藤邦子 二口智美 小林亜希子 石川久美 吉岡正美 高橋悠

昭和学院高 昭和学院中 昭和学院中 手児奈 スマイル 全力☆スマッシュ 稲越 ルーキーズ ＥＡＳＴ 昭和学院高

吉沼杏美 関原咲景 多田華音 伊野こはく 田村瞳 伊藤亜由美 斉藤由香 藤本真弓 松丸節子 鈴木纏
昭和学院高 昭和学院中 昭和学院中 昭和学院中 スマイル 全力☆スマッシュ ＥＡＳＴ ルーキーズ ＥＡＳＴ 昭和学院中

北村麻美 上迫史恵 黒澤ひろみ 杉浦麻衣 小松尚美 山口直美 小中和子 別府彩音 加藤順子 毎床千ひろ
スマイル 市川東部 ８６年会 市川東部 福栄小 スマイル 全力☆スマッシュ 福栄小 福栄小 大柏

市川明子 湊香奈子 鈴木美枝 荒谷淳子 別府郁代 大森千恵子 高橋麻希 塙真由美 中村あゆみ 竹谷綾加
フレンズ'92 市川東部 ８６年会 市川東部 福栄小 スマイル フレンズ'92 福栄小 福栄小 福栄小

1200 LD.1-D- 12 LD.2-D- 19 LD.2-E- 20 LD.2-E- 21 LD.3-D- 14 LD.3-E- 15 LD.4-C- 13 LD.4-D- 14 LD.4-E- 15 LD.5-A- 7
鍵山唯 星賀美咲 福田美由紀 林田佳南穂 兼田好恵 大島純子 大島愛 高橋博子 濱田由美子 井上絹子

土曜 レインボー レモン 行徳 レモン ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 塩焼小ＰＴＡ レモン

根本真緒 市村華梛 森本裕子 黒田真由美 高木美枝子 望田陽子 山崎志乃 吉田真由美 澤田映子 後藤よしえ
土曜 千葉商大付高 レモン 行徳 レモン ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 ＷＬＢ市川 塩焼小ＰＴＡ レモン

藤川紗帆 吉田千栄子 堀米亜佐子 小島未夢 小池千春 松崎玲希 金子睦美 野々山莉里 広沢さくら 安川弘美
ＣＵＢＥ ＣＵＢＥ 市川東部 昭和学院高 全力☆スマッシュ スマイル フレンズ'92 昭和学院中 昭和学院高 ＥＡＳＴ

大塚ひかる 尾崎一湖 浅野志津香 原田佳歩 安田麻央 山﨑里季 繁森心美 椎名彩 冨山鳴 大平佳恵
行徳 ＣＵＢＥ 大野 昭和学院高 全力☆スマッシュ スマイル フレンズ'92 昭和学院中 昭和学院高 ＥＡＳＴ

1230 LD.5-B- 8 LD.5-B- 9
準決１ 準決２ 準々決 準々決 準々決 橘はるか 高橋悠

ＣＵＢＥ 昭和学院高

田中綾子 鈴木纏
100 優決 準決１ 準決２ 準決１ 準決２ 準決１ 準決２ 南部 昭和学院中

毎床千ひろ 今村亜弓
大柏 ＭＢＣ

130 優決 優決 優決 竹谷綾加 早山葉月
福栄小 ＭＢＣ

ＬＤ５優決 ＬＤ５三位決

ＬＤ１決Ｔ ＬＤ２決Ｔ ＬＤ３決Ｔ ＬＤ４決Ｔ

ＬＤ４

これより空きコート順に流し込み

第１試合の審判

これより空きコート順に流し込み

第１試合の審判 第１試合の審判

これより空きコート順に流し込み これより空きコート順に流し込み

第１試合の審判

ＬＤ１ ＬＤ２ ＬＤ３



[タイムテーブル] ＜後半＞

受付１：５０－２：００ 開会式２：１０－２：２０ （実際　受付 ～　　　集合呼び掛け　　　　開会式 　～　 　）

コート固定方式 練習なしで試合開始すべし

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ＭＳ５

230 MS.1-A- 1 MS.1-B- 2 MS.2-A- 1 MS.2-B- 2 MS.2-C- 3 MS.3-A- 1 MS.3-B- 2 MS.4-A- 1 MS.4-B- 2 MS.5-A- 1

八巻凌 藤田陽路 落合太一 濱川拓哉 小林卓也 中山雄介 益田匡 高橋秀勝 西塚隼人 原崇
土曜 曽谷 教職員中学 土曜 南行羽球会 個人一般 南行羽球会 大柏 大柏 全力☆スマッシュ

青木颯汰 田畠亮汰 園田将吾 笹目脩徳 野口高明 端無一誠 吉田春馬 江藤瑞起 岩井秀斗 宮本大夢
昭和学院高 昭和学院高 曽谷 昭和学院中 SCRATCH☆ 昭和学院高 昭和学院中 ＣＵＢＥ 東海大浦安高 全力☆スマッシュ

255 MS.1-C- 3 MS.1-D- 4 MS.2-D- 4 MS.2-E- 5 MS.2-F- 6 MS.3-C- 3 MS.3-D- 4 MS.4-C- 3 MS.4-D- 4 MS.5-A- 2

田中秀正 皿谷武 佐々木誠 杉本竜哉 吉田雄 真置敏昭 橋口尚二 黒田和俊 川井貴裕 福永倫樹
南部 レインボー 市川西部 南部 ＣＵＢＥ 大柏 ＷＩＮ２１ レインボー 大野 教職員高校

林一郎 草刈龍洋 石塚柚羽 松岡佑 大畠一将 涌井貴隆 今野皓貴 齋藤信人 幾田海斗 礒崎隆
昭和学院高 昭和学院高 昭和学院中 昭和学院中 昭和学院高 昭和学院高 東海大浦安高 教職員高校 東海大浦安高 レインボー

320 MS.1-E- 5 MS.1-A- 6 MS.2-G- 7 MS.2-G- 8 MS.2-H- 9 MS.3-E- 5 MS.3-E- 6 MS.4-E- 5 MS.4-F- 6 MS.5-B- 3

染谷祐志 八巻凌 平田雅 笠雅俊 森雄太 下野純 松本一星 小林直樹 肥田貴広 合田守
行徳 土曜 南部 行徳 ＴＤＫ 福栄小 東海大浦安高 レインボー 新浜 福栄小

藤波龍仁 小林樹 鈴木煌虎 竹内祐 富田悠月 市来心郎 渡辺英憲 藤原和彦 毎床優斗 塚田敬
昭和学院中 SCRATCH☆ 昭和学院中 大野 土曜 曽谷 土曜 新浜 市川五中 レインボー

345 MS.1-B- 7 MS.1-C- 8 MS.2-H- 10 MS.2-A- 11 MS.2-B- 12 MS.3-F- 7 MS.3-F- 8 MS.4-G- 7 MS.4-G- 8 MS.5-B- 4
藤田陽路 田中秀正 小林央弥 落合太一 濱川拓哉 山之内謙一 西尾風雅 菅原大輔 根岸晟也 村重拓也

曽谷 南部 昭和学院中 教職員中学 土曜 福栄小 昭和学院中 全力☆スマッシュ 東海大浦安高 ＴＤＫ

西脇夢大 中村誠 平田敦大 二畑浩和 笹原哲也 泉澤翔 渡辺透 四ノ宮良拓 大嶋亮介 橋本真也
レインボー 福栄小 南行羽球会 行徳 福栄 東海大浦安高 行徳 南部 大野 ＷＬＢ市川

410 MS.1-D- 9 MS.1-E- 10 MS.2-C- 13 MS.2-D- 14 MS.2-E- 15 MS.3-A- 9 MS.3-B- 10 MS.4-A- 9 MS.4-B- 10 MS.5-A- 5
皿谷武 染谷祐志 小林卓也 佐々木誠 杉本竜哉 中山雄介 益田匡 高橋秀勝 西塚隼人 原崇

レインボー 行徳 南行羽球会 市川西部 南部 個人一般 南行羽球会 大柏 大柏 全力☆スマッシュ

槙原怜 鈴木裕介 竹内康 今枝翔太郎 小池龍太郎 福本拓哉 呉昊 大内武章 吉田広行 福永倫樹
曽谷 南部 昭和学院中 土曜 レインボー 曽谷 全力☆スマッシュ 全力☆スマッシュ レインボー 教職員高校

435 MS.1-A- 11 MS.2-F- 16 MS.2-G- 17 MS.2-G- 18 MS.3-C- 11 MS.3-D- 12 MS.3-E- 13 MS.4-C- 11 MS.4-D- 12 MS.5-A- 6
青木颯汰 吉田雄 平田雅 鈴木煌虎 真置敏昭 橋口尚二 下野純 黒田和俊 川井貴裕 宮本大夢

昭和学院高 ＣＵＢＥ 南部 昭和学院中 大柏 ＷＩＮ２１ 福栄小 レインボー 大野 全力☆スマッシュ

小林樹 山口宏 笠雅俊 竹内祐 濱田淳 齋藤貴之 松本一星 清水信吾 眞鍋哲也 礒崎隆
SCRATCH☆ SCRATCH☆ 行徳 大野 曽谷 稲越 東海大浦安高 南部 稲越 レインボー

ＭＳ１ ＭＳ２ ＭＳ３ ＭＳ４

第１試合の審判は黄色セルの選手３名。第２試合以降は前試合敗者と次試合両者の３名。



500 MS.1-B- 12 MS.2-H- 19 MS.2-H- 20 MS.2-A- 21 MS.3-E- 14 MS.3-F- 15 MS.3-F- 16 MS.4-E- 13 MS.4-F- 14 MS.5-B- 7
田畠亮汰 森雄太 富田悠月 園田将吾 市来心郎 山之内謙一 泉澤翔 小林直樹 肥田貴広 合田守

昭和学院高 ＴＤＫ 土曜 曽谷 曽谷 福栄小 東海大浦安高 レインボー 新浜 福栄小

西脇夢大 小林央弥 平田敦大 二畑浩和 渡辺英憲 西尾風雅 渡辺透 片桐智樹 市川創 村重拓也
レインボー 昭和学院中 南行羽球会 行徳 土曜 昭和学院中 行徳 ＣＵＢＥ 全力☆スマッシュ ＴＤＫ

525 MS.1-C- 13 MS.2-B- 22 MS.2-C- 23 MS.2-D- 24 MS.3-A- 17 MS.3-B- 18 MS.3-C- 19 MS.4-G- 15 MS.4-G- 16 MS.5-B- 8
林一郎 笹目脩徳 野口高明 石塚柚羽 端無一誠 吉田春馬 涌井貴隆 菅原大輔 四ノ宮良拓 塚田敬

昭和学院高 昭和学院中 SCRATCH☆ 昭和学院中 昭和学院高 昭和学院中 昭和学院高 全力☆スマッシュ 南部 レインボー

中村誠 笹原哲也 竹内康 今枝翔太郎 福本拓哉 呉昊 濱田淳 根岸晟也 大嶋亮介 橋本真也
福栄小 福栄 昭和学院中 土曜 曽谷 全力☆スマッシュ 曽谷 東海大浦安高 大野 ＷＬＢ市川

550 MS.1-D- 14 MS.2-E- 25 MS.2-F- 26 MS.2-G- 27 MS.3-D- 20 MS.3-E- 21 MS.4-A- 17 MS.4-B- 18 MS.4-C- 19 MS.5-A- 9
草刈龍洋 松岡佑 大畠一将 平田雅 今野皓貴 下野純 江藤瑞起 岩井秀斗 齋藤信人 原崇

昭和学院高 昭和学院中 昭和学院高 南部 東海大浦安高 福栄小 ＣＵＢＥ 東海大浦安高 教職員高校 全力☆スマッシュ

槙原怜 小池龍太郎 山口宏 竹内祐 齋藤貴之 渡辺英憲 大内武章 吉田広行 清水信吾 礒崎隆
曽谷 レインボー SCRATCH☆ 大野 稲越 土曜 全力☆スマッシュ レインボー 南部 レインボー

615 MS.1-E- 15 MS.2-G- 28 MS.2-H- 29 MS.2-H- 30 MS.3-E- 22 MS.3-F- 23 MS.4-D- 20 MS.4-E- 21 MS.4-F- 22 MS.5-A- 10
藤波龍仁 鈴木煌虎 森雄太 富田悠月 市来心郎 山之内謙一 幾田海斗 藤原和彦 毎床優斗 宮本大夢

昭和学院中 昭和学院中 ＴＤＫ 土曜 曽谷 福栄小 東海大浦安高 新浜 市川五中 全力☆スマッシュ

鈴木裕介 笠雅俊 平田敦大 小林央弥 松本一星 渡辺透 眞鍋哲也 片桐智樹 市川創 福永倫樹
南部 行徳 南行羽球会 昭和学院中 東海大浦安高 行徳 稲越 ＣＵＢＥ 全力☆スマッシュ 教職員高校

640 ＭＳ１決 MS.3-F- 24 MS.4-G- 23 MS.4-G- 24 MS.5-B- 11
準々決 準々決１ 準々決２ 準々決３ 準々決４ 泉澤翔 菅原大輔 四ノ宮良拓 合田守

東海大浦安高 全力☆スマッシュ 南部 福栄小

準決１ 準決２ 準決１ 準決２
西尾風雅 大嶋亮介 根岸晟也 橋本真也

昭和学院中 大野 東海大浦安高 ＷＬＢ市川

決勝 決勝

MS.5-B- 12

準々決１ 準々決２ 準々決１ 準々決２ 準々決３ 塚田敬
レインボー

準決１ 準決２ 準決１ 準決２
村重拓也

ＭＳ５決 ＴＤＫ

決勝 決勝

予選最終試合の審判は青色セルの選手３名。

ＭＳ２決

ＭＳ３決 ＭＳ３決


