
[タイムテーブル前半]

■８月１１日（日） 塩浜体育館 受付８：５０－９：０５ 開会式９：２０－９：３０

（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
ＭＤ.Ｓ-A ＭＤ.Ｓ-B ＭＤ.Ｓ-C MD.1-A LD.S1合A LD.S1合B

同左

940 MD.S-A- 1 MD.S-B- 2 MD.S-C- 3 MD.1-A- 1 MD.1-B- 2 MD.1-B- 3 MD.1-C- 4 MD.1-C- 5 LD.1-A- 1 LD.1-B- 2

赤川誠 松崎純 折原凌 小原哲也 富田岳彦 袖山則篤 川端康佑 納家享佑 青木優子 長野来夢
大野 SCRATCH☆ SCRATCH☆ 行徳 所沢市 南部 大野 千葉市 手児奈 行徳

原賢男 森田寿将 最所剛志 吉田雄 佐藤憲策 小橋一滉 大谷俊貴 五十嵐大樹 西浦京香 村上美羽
川崎市 松戸市 船橋市 ＣＵＢＥ 足立区 浦安市 福栄小 千葉市 市原市 行徳

川波篤史 木村将紀 吉野真幸 伊藤泰貴 貝沼光徳 川村悠太 古川真平 鶴山剛 中村小織 木村明加
江戸川区 福栄小 勤労青少年 曽谷 川崎市 曽谷 江戸川区 上智大学 野田市 江戸川区

福嶋壮太 田村貴明 野口祐介 ラスミハリ 新谷陽佑 藤島葵 牧崎尚之 ゲント 北村麻美 秋葉砂耶
所沢市 大田区 勤労青少年 江戸川区 さいたま市 江東区 江戸川区 上智大学 スマイル 江戸川区

1010 MD.S-A- 4 MD.S-B- 5 MD.S-C- 6 MD.1-A- 6 MD.1-B- 7 MD.1-B- 8 MD.1-C- 9 MD.1-C- 10 LD.1-A- 3 LD.1-B- 4

赤川誠 松崎純 折原凌 小原哲也 富田岳彦 貝沼光徳 川端康佑 古川真平 青木優子 長野来夢
大野 SCRATCH☆ SCRATCH☆ 行徳 所沢市 川崎市 大野 江戸川区 手児奈 行徳

原賢男 森田寿将 最所剛志 吉田雄 佐藤憲策 新谷陽佑 大谷俊貴 牧崎尚之 西浦京香 村上美羽
川崎市 松戸市 船橋市 ＣＵＢＥ 足立区 さいたま市 福栄小 江戸川区 市原市 行徳

八巻凌 貞苅慧亮 飯田信弥 植草遼 袖山則篤 川村悠太 納家享佑 鶴山剛 竹内英子 西川志穂
土曜 薫風 中央区 市原市 南部 曽谷 千葉市 上智大学 福栄小 浦安市

石井智大 荷川取　天 安田僚 松戸優真 小橋一滉 藤島葵 五十嵐大樹 ゲント 岩崎佳奈 石川華乃子
行徳 川崎市 江東区 立正大学 浦安市 江東区 千葉市 上智大学 江戸川区 市川西部

1040 MD.S-A- 7 MD.S-B- 8 MD.S-C- 9 MD.1-A- 11 MD.1-B- 12 MD.1-B- 13 MD.1-C- 14 MD.1-C- 15 LD.1-A- 5 LD.1-B- 6

川波篤史 木村将紀 吉野真幸 伊藤泰貴 富田岳彦 貝沼光徳 川端康佑 古川真平 中村小織 木村明加
江戸川区 福栄小 勤労青少年 曽谷 所沢市 川崎市 大野 江戸川区 野田市 江戸川区

福嶋壮太 田村貴明 野口祐介 ラスミハリ 佐藤憲策 新谷陽佑 大谷俊貴 牧崎尚之 北村麻美 秋葉砂耶
所沢市 大田区 勤労青少年 江戸川区 足立区 さいたま市 福栄小 江戸川区 スマイル 江戸川区

八巻凌 貞苅慧亮 飯田信弥 植草遼 川村悠太 袖山則篤 鶴山剛 納家享佑 竹内英子 西川志穂
土曜 薫風 中央区 市原市 曽谷 南部 上智大学 千葉市 福栄小 浦安市

石井智大 荷川取　天 安田僚 松戸優真 藤島葵 小橋一滉 ゲント 五十嵐大樹 岩崎佳奈 石川華乃子
行徳 川崎市 江東区 立正大学 江東区 浦安市 上智大学 千葉市 江戸川区 市川西部

1110 MD.S決ト MD.１決ト １位同士で ２位同士で

準決１ 準決１ LD.S決勝 LD.１決勝

決勝 決勝

1210

第１体育館

MD.1-B MD.1-C

待機２選手+１当番員審判 全て当番員審判 待機２選手+１当番員審判

シード選手＋

負け選手＋

当番で審判

シード選手＋

当番で審判

負け選手＋

ともに当番

員が審判



[タイムテーブル後半]

1230 後半選手受付開始 受付1230-1245　実際（　　　　　　　　　） 競技説明1250-100 実際（　　　　　　　　　）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110 MD.2-A- 1 MD.2-B- 2 MD.2-C- 3 MD.2-D- 4 MD.2-E- 5 MD.2-F- 6 MD.2-G- 7 LD.3-A- 1 LD.3-B- 2 LD.3-C- 3
小池龍太郎 武田岬志郎 杉町敬人 関谷秀明 鈴木翔哉 八木翔太郎 西村穣 関口美由 加藤沙優 冨田美結

レインボー レインボー 行徳 福栄小 佐倉市 レインボー 曽谷 行徳 市川東高校 市川東高校

柴原大二郎 實方智一 笠雅俊 益田匡 金子逸斗 星名勇希 園田将吾 相川麗衣 山本真愛 伊東美杏
レインボー レインボー 行徳 南行羽球会 千葉市 レインボー 曽谷 行徳 市川東高校 市川東高校

石川賢利 片原大翔 音道諒 滝沢武志 渡辺英憲 下野純 篠崎史弥 鈴木希彩 澁野麻友 市川忍
大東文化大 淑徳巣鴨高校 浦安市 川崎市 土曜 福栄小 土曜 市川東高校 新浜 スマイル

中村颯斗 片原拓海 上島智史 根本正幸 湊昭宏 根岸光正 富田悠月 田中来瑠未 大森千恵子 大野絵美子
千葉工業大学 淑徳巣鴨中学 浦安市 大網白里市 大柏 浦安市 土曜 市川東高校 スマイル スマイル

MD.2-H- 8 MD.2-H- 9 MD.2-I- 10 MD.2-I- 11 MD.3-A- 1 MD.3-B- 2 MD.3-C- 3 LD.2-A- 1 LD.2-B- 2 LD.2-C- 3
中村誠 浜野正裕 加藤啓太 高橋護 市川創 菅原大輔 尾野遥斗 川崎厚子 加藤麻衣 松本れい子

福栄小 千葉市 四街道市 松戸市 全力☆スマッシュ 全力☆スマッシュ 市川東高校 スマイル 四街道市 市川西部

阿部智浩 北條秀 平野貴之 林翔太郎 大内武章 呉昊 渡邊恭介 新井径代 鈴木優香 斉藤循子
福栄小 千葉市 君津市 板橋区 全力☆スマッシュ 全力☆スマッシュ 市川東高校 スマイル 佐倉市 市川西部

小林太郎 笹原哲也 肥田貴広 市村知滉 畠山高一 ｼﾞｮｾﾌﾗﾙﾁｬﾝﾁｭｱ 向田健一郎 小杉雅子 小川良子 岸本綾華
船橋市 福栄 新浜 レインボー 江戸川区 市川東高校 千葉市 WIN21 江戸川区 横須賀市

吉岡泰 平田敦大 武富翔太郎 岩城隼汰 吉長鵬 陶山拓海 新堀錠 吉成真理 山田令子 福島幸子
鎌ケ谷市 南行羽球会 新浜 レインボー 江戸川区 市川東高校 市原市 WIN21 江戸川区 加須市

205 MD.3-D- 4 MD.3-E- 5 MD.3-F- 6 MD.3-G- 7 MD.3-G- 8 MD.3-H- 9 MD.3-H- 10 LD.2-D- 4 LD.2-D- 5 LD.3-A- 4
土田将 福美直嗣 山村昂平 島田雄大 松下佳玄 久貝大樹 加藤陽斗 吉岡美紀子 石井満乃莉 関口美由

千葉市 流山市 レインボー 駒澤大学 川崎市 千葉市 町田市立中 曽谷 八千代中学 行徳

苅田望 石橋孝彬 浅本大輝 塩田隼也 小出武彦 田畠亮汰 篠原壮 大西晴希 宇佐美はな 相川麗衣
仙台市 佐倉市 松戸市 日本大学 福栄小 昭和学院高校 町田市立中 我孫子市 八千代中学 行徳

藤原一人 徳尾匡哉 河﨑樹 大塚真輝 益子航 樫本和樹 本山慎也 佐々木めぐみ 片山貴子 中村あゆみ
全力☆スマッシュ ルーキーズ 浦安高校 酒々井町 昭和学院秀英中 市川東高校 ＪＵＮ 江戸川区 WIN21 福栄小

鶴亀隼人 平木侑樹 笠原大賀 岡田将典 小林碧 松塚大輝 豊吉直也 松倉範子 三木奈美 小松尚美
全力☆スマッシュ ルーキーズ わせがく高校 成田市 八千代中学 市川東高校 中野区 江戸川区 WIN21 福栄小

MD.2-A- 12 MD.2-B- 13 MD.2-C- 14 MD.2-D- 15 MD.2-E- 16 MD.2-F- 17 MD.2-G- 18 LD.3-B- 5 LD.3-C- 6 LD.2-A- 6

300 MD.2-H- 19 MD.2-H- 20 MD.2-I- 21 MD.2-I- 22 MD.3-A- 11 MD.3-B- 12 MD.3-C- 13 LD.2-B- 7 LD.2-C- 8 LD.2-D- 9

MD.3-D- 14 MD.3-E- 15 MD.3-F- 16 MD.3-G- 17 MD.3-G- 18 MD.3-H- 19 MD.3-H- 20 LD.2-D- 10 LD.3-A- 7 LD.3-B- 8

355 MD.2-A- 23 MD.2-B- 24 MD.2-C- 25 MD.2-D- 26 MD.2-E- 27 MD.2-F- 28 MD.2-G- 29 LD.3-C- 9 LD.2-A- 11 LD.2-B- 12

MD.2-H- 30 MD.2-H- 31 MD.2-I- 32 MD.2-I- 33 MD.3-A- 21 MD.3-B- 22 MD.3-C- 23 MD.3-D- 24 LD.2-C- 13 LD.2-D- 14

450 MD.3-E- 25 MD.3-F- 26 MD.3-G- 27 MD.3-G- 28 MD.3-H- 29 MD.3-H- 30 MD.2決ト LD.3決ト LD.2-D- 15

520 準々決 準決

520 準決１ 準決２ 準決１ 準決２

準決１ 準決２ 決勝
決勝 決勝

決勝

退館700予定　実際　(                               ) 620

MD.3決ト LD.3決ト

ＭＤ.２・ＭＤ.３流し込み ＬＤ.２・ＬＤ.３流し込み

敗者が主審線審、勝者１が線審 敗者が主審線審、勝者１が線審

第１試合の審判


