
[タイムテーブル]

■８月１１日（日） 塩浜体育館 受付８：５５－９：０５ 開会式９：１０－９：２５

（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
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ＭＤ.Ｓ ＬＤ.３

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

赤川誠 多田崇史 広川寛大 三井隆広 益田匡 平間祐之 山際佳祐 石井由美子 浅野志津香 樋口奈々子
大野 墨田区 越谷市 春日部市 南行羽球会 松戸市 船橋市 相模原市 千葉市 レインボー

松島良介 大田頼次 吉田雄也 小田島賢人 関谷秀明 鈴木翔吾 吉原大貴 小佐野由か里 清酒和子 菊池里奈
大野 江東区 松伏町 越谷市 福栄小 台東区 千葉市 八王子市 千葉市 手児奈

木村将紀 伊藤祐貴 齋藤亘平 合田つばさ 渡部大樹 飯田翔之介 塚田敬 石橋春菜 海老原喜久美 福森亜貴子
浦安市 千葉市 千葉市 妙典 東京未来大 松戸国際高 レインボー 東京未来大 市川東部 八千代氏

大平圭亮 豊坂健一郎 永井拓海 木村赳也 遠藤優介 小谷椋太郎 南雲敦 鈴木沙香 北村麻美 小野田愛子
さいたま市 千葉市 千葉市 妙典 東京未来大 松戸高 市川非登録 東京警察病院 スマイル 八千代市

1005 MD.S-B- 2 MD.1-D- 4 MD.1-E- 5 MD.1-F- 6 MD.3-D- 4 MD.3-E- 5 MD.3-F- 6 LD.3-B- 2 LD.1-C- 3 LD.S-A- 1

蜂谷聡 水島健一 吉井範行 今田結城 佐藤優樹 日比野善成 大橋健寛 長谷川翔子 黒澤ひろみ 北はるな
行徳 大野 八千代市 行徳 新宿区 曽谷 流山市 コスモス ８６年会 江東区

齋藤謙太 藤田佳考 山田大介 染谷祐志 渡邊敬太 新馬場翔 徳光敦 高橋美佐 鈴木美枝 財津稔
SCRATCH☆ 市川市 習志野市 行徳 中央区 市川市非登録 松戸市 妙典 ８６年会 江東区

石井智大 三浦健太 鵜尾悠矢 藤原洋希 肥田貴広 原田拓治 高野秀人 斉籐由姫 高梨逸美 菅澤知美
行徳 春日部市 千葉市 八王子市 新浜 ８６年会 新浜 東京未来大 松戸市 千葉市

漆原昇 飯島達也 工藤賀世 松岡宏樹 小川諒 吉田諭史 大内武章 原百花 中村紗也佳 菅原裕美子
福栄小 越谷市 千葉市 東京理科大院 新浜 ８６年会 新浜 東京未来大 松戸市 印西市

1030 MD.S-B- 3 MD.1-G- 7 MD.1-G- 8 MD.2-A- 1 MD.3-G- 7 MD.3-H- 8 MD.3-I- 9 LD.3-C- 3 LD.S-B- 2 LD.S-B- 3

土居和晃 小林卓也 柴田弥拡 松宮雄太 渡辺英憲 齋藤和斗 浅岡拓也 秋山真美子 見﨑絵理 小熊桃代
大町 南行羽球会 千代田区 大野 コスモス 松戸市 市原市 江戸川区 行徳 吉川市

飯嶋勇樹 清水洋志 山田啓志 竹下慶哉 西塚隼人 高橋輝 鈴木和也 鈴木真由美 村上美羽 秋山海
大町 行徳 さいたま市 大野 大柏 松戸市 市原市 江戸川区 行徳 越谷市

北澤典 丸山翔太 大里浩一 平田敦大 木山竜斗 高橋健司 杉本都綺 澁野麻友 小原藍 澤内あゆみ
さいたま市 獨協大 さいたま市 南行羽球会 白井高 松戸国際高 南葛西２中 新浜 さいたま市 千葉市

矢野翔 青山遊介 小原健志 笹原哲也 倉田雄矢 佐々木聡幸 樋口駿 千代佳奈 宮川なる美 吉井美保
市原市 東京国際大 さいたま市 福栄小 白井高 松戸国際高 小岩４中 南行羽球会 さいたま市 八千代市

1105 MD.S-C- 4 MD.2-B- 2 MD.2-C- 3 MD.2-D- 4 MD.3-J- 10 MD.3-J- 11 MD.3-A- 12 LD.3-D- 4 LD.2-A- 1 LD.2-A- 2
吉野真幸 大芝純輝 久保田翔 伊藤史翔 福美直嗣 三輪将大 益田匡 関口美由 秋谷華澄 深谷早希

勤労青少年 コスモス 福栄 レインボー 流山市 大野 南行羽球会 行徳 帝京科学大 さいたま市

野口祐介 岩崎健介 滝沢武志 池田涼太郎 石橋孝彬 二木優哉 関谷秀明 犬飼かをり 山内菜瑚 林那奈
勤労青少年 SCRATCH☆ 四街道市 レインボー 佐倉市 船橋市 福栄小 スマイル 慈恵第三看護 鴻巣市

山﨑航平 小林恵太 桐山祐輔 金田健太郎 渡辺一郎 青山寛 佐賀将宏 福島幸子 樋口洋子 相川麗衣
市川市非登録 松戸国際高 松戸国際高 墨田区 曽谷 柏市 新浜 加須市 レインボー 行徳

田島宏樹 後藤巧成 田中虎太郎 塙駿也 喜多翼 大久保昭徳 杉山雄一 岸本綾華 新井径代 林田佳南穂

さいたま市 松戸国際高 市川東高 江戸川区 曽谷 柏市 稲城市 松戸市 スマイル 行徳

MD.S-C- 5 MD.2-E- 5 MD.1-A- 9 MD.1-B- 10 MD.3-B- 13 MD.3-C- 14 MD.3-D- 15 LD.3-E- 5 LD.2-B- 3 LD.2-B- 4
坂鷹也 鈴木優輔 多田崇史 広川寛大 平間祐之 山際佳祐 佐藤優樹 青山由佳子 中村あゆ美 小川晴恵

大野 南部 墨田区 越谷市 松戸市 船橋市 新宿区 柏市 武蔵野市 レインボー

森春輝 大谷俊貴 大田頼次 吉田雄也 鈴木翔吾 吉原大貴 渡邊敬太 森田利枝子 関本柚乃 市川明子
大野 福栄小 江東区 松伏町 台東区 千葉市 中央区 松戸市 レモン フレンズ92

松崎純 竹内凱 阿部智浩 向田光地 久留正和 久貝大樹 中村翔大 市川忍 佐久間琴未 荒谷淳子
SCRATCH☆ 大野 福栄小 コスモス 南行羽球会 千葉氏 利根町 市川東部 大州中 市川東部

平田淩 山口博之 柳澤弘樹 五十嵐隆太 大野直也 小倉伸之 小野祐介 猪野育子 眞鍋柚 山本典美
SCRATCH☆ 江東区 福栄小 行徳 福栄小 習志野市 柏市 江戸川区 大洲中 船橋市

1200 MD.S-A- 6 MD.1-C- 11 MD.1-D- 12 MD.1-E- 13 MD.3-E- 16 MD.3-F- 17 MD.3-G- 18 LD.3-E- 6 LD.1-A- 4 LD.1-B- 5
赤川誠 三井隆広 水島健一 吉井範行 日比野善成 大橋健寛 渡辺英憲 新里梨水 浅野志津香 樋口奈々子

大野 春日部市 大野 八千代市 曽谷 流山市 コスモス 東京未来大 千葉市 レインボー

松島良介 小田島賢人 藤田佳考 山田大介 新馬場翔 徳光敦 西塚隼人 千葉優風 清酒和子 菊池里奈
大野 越谷市 市川市 習志野市 市川市非登録 松戸市 大柏 東京未来大 千葉市 手児奈

高橋且磨 金子明 千葉保彦 藤田陽路 大網雄太 半田蒼馬 松本昇一 井利くにこ 木村明加 大山絹江
行徳 大町 千葉市 曽谷 松戸市 東京未来大 南部 ＷＬＢ市川 江戸川区 足立区

古橋俊彦 鎌田大輔 清酒一恭 図司玲平 浅沼恭平 小笠原碧斗 四ノ宮良拓 小中和子 秋葉砂耶 岩崎佳奈
野田市 松戸市 レインボー 曽谷 松戸市 東京未来大 南部 全力☆スマッシュ 江戸川区 江戸川区

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体育館

ＭＤ.１・ＭＤ.２ ＭＤ.３ LD.Ｓ・ＬＤ.１・ＬＤ.２

第１試合の審判



MD.S-B- 7 MD.1-F- 14 MD.1-G- 15 MD.1-G- 16 MD.3-H- 19 MD.3-I- 20 MD.3-J- 21 LD.3-A- 7 LD.1-C- 6 LD.S-A- 4
1225 蜂谷聡 今田結城 小林卓也 丸山翔太 齋藤和斗 浅岡拓也 福美直嗣 石井由美子 黒澤ひろみ 北はるな

行徳 行徳 南行羽球会 獨協大 松戸市 市原市 流山市 相模原市 ８６年会 江東区

齋藤謙太 染谷祐志 清水洋志 青山遊介 高橋輝 鈴木和也 石橋孝彬 小佐野由か里 鈴木美枝 財津稔
SCRATCH☆ 行徳 行徳 東京国際大 松戸市 市原市 佐倉市 八王子市 ８６年会 江東区

土居和晃 吉田圭佑 柴田弥拡 大里浩一 杉町敬人 二畑浩和 三輪将大 齊藤美和子 大塚ひかる 千葉友紀子

大町 西東京市 千代田区 さいたま市 行徳 行徳 大野 フレンズ'92 行徳 行徳

飯嶋勇樹 津田海都 山田啓志 小原健志 谷本大輔 久保康高 二木優哉 宮越晃代 綿貫彩華 田所弥子
大町 武蔵野大 さいたま市 さいたま市 市川非登録 コスモス 船橋市 レインボー 千葉市 行徳

1255 MD.S-B- 8 MD.2-A- 6 MD.2-B- 7 MD.2-C- 8 MD.3-J- 22 MD.3-A- 23 MD.3-B- 24 LD.3-B- 8 LD.S-B- 5 LD.S-B- 6
石井智大 松宮雄太 大芝純輝 久保田翔 渡辺一郎 渡部大樹 飯田翔之介 長谷川翔子 見﨑絵理 小原藍

行徳 大野 コスモス 福栄 曽谷 東京未来大 松戸国際高 コスモス 行徳 さいたま市

漆原昇 竹下慶哉 岩崎健介 滝沢武志 喜多翼 遠藤優介 小谷椋太郎 高橋美佐 村上美羽 宮川なる美
福栄小 大野 SCRATCH☆ 四街道市 曽谷 東京未来大 松戸高 妙典 行徳 さいたま市

北澤典 蓑島洸貴 八木翔太郎 大東孝 青山寛 佐賀将宏 久留正和 佐藤まゆみ 小熊桃代 澤内あゆみ

さいたま市 君津市 レインボー 大町 柏市 新浜 南行羽球会 江戸川区 吉川市 千葉市

矢野翔 曽我友哉 實方智一 須藤光 大久保昭徳 杉山雄一 大野直也 山田祐子 秋山海 吉井美保
市原市 君津市 レインボー 松戸市 柏市 稲城市 福栄小 江戸川区 越谷市 八千代市

MD.S-C- 9 MD.2-D- 9 MD.2-E- 10 MD.1-A- 17 MD.3-C- 25 MD.3-D- 26 LD.3-C- 9 LD.3-D- 10 LD.2-A- 5 LD.2-A- 6
吉野真幸 伊藤史翔 鈴木優輔 伊藤祐貴 塚田敬 肥田貴広 秋山真美子 関口美由 秋谷華澄 樋口洋子

勤労青少年 レインボー 南部 千葉市 レインボー 新浜 江戸川区 行徳 帝京科学大 レインボー

野口祐介 池田涼太郎 大谷俊貴 豊坂健一郎 南雲敦 小川諒 鈴木真由美 犬飼かをり 山内菜瑚 新井径代
勤労青少年 レインボー 福栄小 千葉市 市川非登録 新浜 江戸川区 スマイル 慈恵第三看護 スマイル

坂鷹也 菅谷優杜 林哲生 阿部智浩 久貝大樹 中村翔大 斉籐彩 米倉翔夏 深谷早希 相川麗衣
大野 WLB市川 千葉市 福栄小 千葉氏 利根町 東京未来大 南行羽球会 さいたま市 行徳

森春輝 小林雄太郎 丹羽晴紀 柳澤弘樹 小倉伸之 小野祐介 本橋佳奈 熊谷優希 林那奈 林田佳南穂

大野 千葉市 千葉市 福栄小 習志野市 柏市 東京未来大 南行羽球会 鴻巣市 行徳

150 MD.S-C- 10 MD.1-B- 18 MD.1-C- 19 MD.1-D- 20 MD.3-E- 27 MD.3-F- 28 LD.3-E- 11 LD.3-E- 12 LD.2-B- 7 LD.2-B- 8
山﨑航平 齋藤亘平 合田つばさ 三浦健太 原田拓治 高野秀人 青山由佳子 市川忍 中村あゆ美 佐久間琴未

市川市非登録 千葉市 妙典 春日部市 ８６年会 新浜 柏市 市川東部 武蔵野市 大州中

田島宏樹 永井拓海 木村赳也 飯島達也 吉田諭史 大内武章 森田利枝子 猪野育子 関本柚乃 眞鍋柚
さいたま市 千葉市 妙典 越谷市 ８６年会 新浜 松戸市 江戸川区 レモン 大洲中

松崎純 向田光地 金子明 千葉保彦 大網雄太 半田蒼馬 新里梨水 井利くにこ 小川晴恵 荒谷淳子
SCRATCH☆ コスモス 大町 千葉市 松戸市 東京未来大 東京未来大 ＷＬＢ市川 レインボー 市川東部

平田淩 五十嵐隆太 鎌田大輔 清酒一恭 浅沼恭平 小笠原碧斗 千葉優風 小中和子 市川明子 山本典美
SCRATCH☆ 行徳 松戸市 レインボー 松戸市 東京未来大 東京未来大 全力☆スマッシュ フレンズ92 船橋市

MD.S-A- 11 MD.1-E- 21 MD.1-F- 22 MD.1-G- 23 MD.3-G- 29 MD.3-H- 30 LD.3-A- 13 LD.3-B- 14 LD.1-A- 7 LD.1-B- 8
245 MD.S-B- 12 MD.1-G- 24 MD.2-A- 11 MD.2-B- 12 MD.3-I- 31 MD.3-J- 32 LD.3-C- 15 LD.3-D- 16 LD.1-C- 9 LD.S-A- 7

MD.S-B- 13 MD.2-C- 13 MD.2-D- 14 MD.2-E- 15 MD.3-J- 33 LD.3-E- 17 LD.3-E- 18 LD.S-B- 8 LD.S-B- 9
340 MD.S-C- 14 LD.2-A- 9 LD.2-A- 10

MD.S-C- 15 LD.2-B- 11 LD.2-B- 12

この後決勝トーナメント


