
6コート

対戦者 対戦者 主審・線審 線審

09:45 MS45-A-1
秋山陽一 (富士見ヶ丘ＢＣ) 河村康守 (茅ヶ崎ＹＢＣ) 城所賢二 清水英二 岡喜樹

10:15 MS45-B-1
袋田光浩 (有馬クラブ) 織間宏幸 (平和台ＢＣ) 秋山陽一 河村康守 松本孝之

10:45 MS45-C-1
城所賢二 (ヘアピン) 清水英二 (愛川町) 袋田光浩 織間宏幸 伊藤邦明

11:15 WS3-C-1
佐藤百恵 (鶴川高等学校) 城夏音 (鶴川高等学校) 城所賢二 清水英二 桃井美羽

11:45 MS45-A-2
河村康守 (茅ヶ崎ＹＢＣ) 岡喜樹 (綾瀬市) 佐藤百恵 城夏音 秋山陽一

12:15 MS45-B-2
織間宏幸 (平和台ＢＣ) 松本孝之 (調布シャトルズ) 河村康守 岡喜樹 袋田光浩

12:45 MS45-C-2
清水英二 (愛川町) 伊藤邦明 (ウォンバット) 織間宏幸 松本孝之 城所賢二

13:15 WS3-C-2
城夏音 (鶴川高等学校) 桃井美羽 (鶴川高等学校) 清水英二 伊藤邦明 佐藤百恵

13:45 MS45-A-3
秋山陽一 (富士見ヶ丘ＢＣ) 岡喜樹 (綾瀬市) 城夏音 桃井美羽 河村康守

14:15 MS45-B-3
袋田光浩 (有馬クラブ) 松本孝之 (調布シャトルズ) 秋山陽一 岡喜樹 織間宏幸

14:45 MS45-C-3
城所賢二 (ヘアピン) 伊藤邦明 (ウォンバット) 袋田光浩 松本孝之 清水英二

15:15 WS3-C-3
佐藤百恵 (鶴川高等学校) 桃井美羽 (鶴川高等学校) 城所賢二 伊藤邦明 城夏音

15：45

16：15

16：45

不足する線審は　同一ブロックのかたを選定しています。



7コート

対戦者 対戦者 主審・線審 線審

09:45 MS1-A-1
小川晃弘 (日立ソリューションズ) 今泉貴行 (フリー（亀戸）) 山下和樹 圓谷祐大 横堀雄大

10:15 MS1-B-1
本田達也 (ＡＳＰ) 山﨑大 (フリー（岡崎市）) 小川晃弘 今泉貴行 加藤瑞樹

10:45 MS1-C-1
山下和樹 (チームカリスマ) 圓谷祐大 (Ｐｅｒｆｕｍｅ) 本田達也 山﨑大 三浦亮

11:15 WS3-B-1
宮嶋莉愛 (鶴川高等学校) 佐々木美紅 (大和ジュニア) 山下和樹 圓谷祐大 永池莉彩

11:45 WS3-B-2
永池莉彩 (鶴川高等学校) 松村優有 (鶴川高等学校) 宮嶋莉愛 佐々木美紅 -

12:15 MS1-A-2
今泉貴行 (フリー（亀戸）) 横堀雄大 (秀友会) 永池莉彩 松村優有 小川晃弘

12:45 MS1-B-2
山﨑大 (フリー（岡崎市）) 加藤瑞樹 (ＫＯＢＣ) 今泉貴行 横堀雄大 本田達也

13:15 MS1-C-2
圓谷祐大 (Ｐｅｒｆｕｍｅ) 三浦亮 (ＡＳＰ) 山﨑大 加藤瑞樹 山下和樹

13:45 WS3-B-3
宮嶋莉愛 (鶴川高等学校) 永池莉彩 (鶴川高等学校) 圓谷祐大 三浦亮 佐々木美紅

14:15 WS3-B-4
佐々木美紅 (大和ジュニア) 松村優有 (鶴川高等学校) 宮嶋莉愛 永池莉彩 -

14:45 MS1-A-3
小川晃弘 (日立ソリューションズ) 横堀雄大 (秀友会) 佐々木美紅 松村優有 今泉貴行

15:15 MS1-B-3
本田達也 (ＡＳＰ) 加藤瑞樹 (ＫＯＢＣ) 小川晃弘 横堀雄大 山﨑大

15：45 MS1-C-3
山下和樹 (チームカリスマ) 三浦亮 (ＡＳＰ) 本田達也 加藤瑞樹 圓谷祐大

16：15 WS3-B-5
宮嶋莉愛 (鶴川高等学校) 松村優有 (鶴川高等学校) 山下和樹 三浦亮 佐々木美紅

16：45 WS3-B-6
佐々木美紅 (大和ジュニア) 永池莉彩 (鶴川高等学校) 宮嶋莉愛 松村優有 -

不足する線審は　同一ブロックのかたを選定しています。

－：同一のブロックから審判を選定できないので当日選定。ご協力よろしくおねがいします。



8コート

対戦者 対戦者 主審・線審 線審

09:45 MS2-A-1
田村慎一郎 (湘南大山塾) 及川士温 (フリー（川崎市）) 米山愛海 佐々木優華 相馬和也

10:15 MS2-C-1
三神直也 (ＯＳＢＣ) 多賀友将 （南アルプス市） 田村慎一郎 及川士温 飯嶋勇樹

10:45 MS2-A-2
相馬和也 (ＰＲＩＤＥ) 岡村和博 (ＲＯＢＩＮＳ) 三神直也 多賀友将 及川士温

11:15 WS1-1
米山愛海 (東京ガールズ) 佐々木優華 (綾瀬ジュニア) 相馬和也 岡村和博 鶴田小春

11:45 WS1-2
鶴田小春 (田名中学校) 星野絢 (フリー（埼玉）) 米山愛海 佐々木優華 -

12:15 MS2-A-3
田村慎一郎 (湘南大山塾) 相馬和也 (ＰＲＩＤＥ) 鶴田小春 星野絢 岡村和博

12:45 MS2-C-2
多賀友将 (南アルプス市） 飯嶋勇樹 (ふぁんきーＢＣ) 田村慎一郎 相馬和也 三神直也

13:15 MS2-A-4
及川士温 (フリー（川崎市）) 岡村和博 (ＲＯＢＩＮＳ) 多賀友将 飯嶋勇樹 田村慎一郎

13:45 WS1-3
米山愛海 (東京ガールズ) 鶴田小春 (田名中学校) 及川士温 岡村和博 佐々木優華

14:15 WS1-4
佐々木優華 (綾瀬ジュニア) 星野絢 (フリー（埼玉）) 米山愛海 鶴田小春 -

14:45 MS2-A-5
田村慎一郎 (湘南大山塾) 岡村和博 (ＲＯＢＩＮＳ) 佐々木優華 星野絢 及川士温

15:15 MS2-C-3
三神直也 (ＯＳＢＣ) 飯嶋勇樹 (ふぁんきーＢＣ) 田村慎一郎 岡村和博 多賀友将

15：45 MS2-A-6
及川士温 (フリー（川崎市）) 相馬和也 (ＰＲＩＤＥ) 三神直也 飯嶋勇樹 岡村和博

16：15 WS1-5
米山愛海 (東京ガールズ) 星野絢 (フリー（埼玉）) 及川士温 相馬和也 鶴田小春

16：45 WS1-6
佐々木優華 (綾瀬ジュニア) 鶴田小春 (田名中学校) 米山愛海 星野絢 -

不足する線審は　同一ブロックのかたを選定しています。

－：同一のブロックから審判を選定できないので当日選定。ご協力よろしくおねがいします。



9コート

対戦者 対戦者 主審・線審 線審

09:45 MS2-B-1
飯田健滝 (フリー（亀戸）) 田所洋 (ＫＡＩＴクラブ) 松山暁子 杉本那奈子 笠原彰倖

10:15 MS2-D-1
伊勢崎純 (ホワイトウィング) 吉田亨 (湘南大山塾) 飯田健滝 田所洋 猪岡匠

10:45 MS2-B-2
笠原彰倖 (秀友会) 野田貴志 (文勤バドミントン) 伊勢崎純 吉田亨 飯田健滝

11:15 WS2-1
松山暁子 (フリー（平塚市）) 杉本那奈子 (東京ガールズ) 笠原彰倖 野田貴志 酒井和代

11:45 WS2-2
高橋花菜子 (綾瀬ジュニア) 酒井和代 (茅ヶ崎ＹＢＣ) 松山暁子 杉本那奈子 -

12:15 MS2-B-3
飯田健滝 (フリー（亀戸）) 笠原彰倖 (秀友会) 高橋花菜子 酒井和代 田所洋

12:45 MS2-D-2
吉田亨 (湘南大山塾) 猪岡匠 (秀友会) 飯田健滝 笠原彰倖 伊勢崎純

13:15 MS2-B-4
田所洋 (ＫＡＩＴクラブ) 野田貴志 (文勤バドミントン) 吉田亨 猪岡匠 笠原彰倖

13:45 WS2-3
松山暁子 (フリー（平塚市）) 高橋花菜子 (綾瀬ジュニア) 田所洋 野田貴志 杉本那奈子

14:15 WS2-4
杉本那奈子 (東京ガールズ) 酒井和代 (茅ヶ崎ＹＢＣ) 松山暁子 高橋花菜子 -

14:45 MS2-B-5
飯田健滝 (フリー（亀戸）) 野田貴志 (文勤バドミントン) 杉本那奈子 酒井和代 田所洋

15:15 MS2-D-3
伊勢崎純 (ホワイトウィング) 猪岡匠 (秀友会) 飯田健滝 野田貴志 吉田亨

15：45 MS2-B-6
田所洋 (ＫＡＩＴクラブ) 笠原彰倖 (秀友会) 伊勢崎純 猪岡匠 野田貴志

16：15 WS2-5
松山暁子 (フリー（平塚市）) 酒井和代 (茅ヶ崎ＹＢＣ) 田所洋 笠原彰倖 高橋花菜子

16：45 WS2-6
杉本那奈子 (東京ガールズ) 高橋花菜子 (綾瀬ジュニア) 松山暁子 酒井和代 -

不足する線審は　同一ブロックのかたを選定しています。

－：同一のブロックから審判を選定できないので当日選定。ご協力よろしくおねがいします。



10コート

対戦者 対戦者 主審・線審 線審

09:45 MS2-E-1
平田哲也 (フリー（平塚市）) 藤谷樹里 (ＯＳＢＣ) 岡本満 岩田健太郎 丹下敦矢

10:15 MS2-F-1
峰翔太郎 (秀友会) 石丸博瑛 (拓殖大学第一高) 平田哲也 藤谷樹里 北村涼

10:45 MS2-G-1
岡本満 (文勤バドミントン) 岩田健太郎 (秀友会) 峰翔太郎 石丸博瑛 上野仁史

11:15 WS3-A-1
當眞未唯 (鶴川高等学校) 平井千夏 (ふぁんきーＢＣ) 岡本満 岩田健太郎 土屋夏波

11:45 WS3-A-2
柴田優香 (鶴川高等学校) 土屋夏波 (鶴川高等学校) 當眞未唯 平井千夏 -

12:15 MS2-E-2
藤谷樹里 (ＯＳＢＣ) 丹下敦矢 (ＴＢＡ) 柴田優香 土屋夏波 平田哲也

12:45 MS2-F-2
石丸博瑛 (拓殖大学第一高) 北村涼 (ＫＡＩＴクラブ) 藤谷樹里 丹下敦矢 峰翔太郎

13:15 MS2-G-2
岩田健太郎 (秀友会) 上野仁史 (ＯＳＢＣ) 石丸博瑛 北村涼 岡本満

13:45 WS3-A-3
當眞未唯 (鶴川高等学校) 柴田優香 (鶴川高等学校) 岩田健太郎 上野仁史 平井千夏

14:15 WS3-A-4
平井千夏 (ふぁんきーＢＣ) 土屋夏波 (鶴川高等学校) 當眞未唯 柴田優香 -

14:45 MS2-E-3
平田哲也 (フリー（平塚市）) 丹下敦矢 (ＴＢＡ) 平井千夏 土屋夏波 藤谷樹里

15:15 MS2-F-3
峰翔太郎 (秀友会) 北村涼 (ＫＡＩＴクラブ) 平田哲也 丹下敦矢 石丸博瑛

15：45 MS2-G-3
岡本満 (文勤バドミントン) 上野仁史 (ＯＳＢＣ) 峰翔太郎 北村涼 岩田健太郎

16：15 WS3-A-5
當眞未唯 (鶴川高等学校) 土屋夏波 (鶴川高等学校) 岡本満 上野仁史 柴田優香

16：45 WS3-A-6
平井千夏 (ふぁんきーＢＣ) 柴田優香 (鶴川高等学校) 當眞未唯 土屋夏波 -

不足する線審は　同一ブロックのかたを選定しています。

－：同一のブロックから審判を選定できないので当日選定。ご協力よろしくおねがいします。



11コート

対戦者 対戦者 主審・線審 線審

09:45 MS3-A-1
市川貴之 (個人（善行坂）) 片桐智樹 (Ｍｒ．忖度) 司馬光 河野一成 原田琉生

10:15 MS3-B-1
浜田進 (藤沢清流高校) 佐藤春太 (フリー（川崎市）) 市川貴之 片桐智樹 足立和夫

10:45 MS3-A-2
秋山慎之介 (町田南中) 原田琉生 (藤原中（日光）) 浜田進 佐藤春太 市川貴之

11:15 MS3-C-1
司馬光 (町田南中) 河野一成 (アンリツ) 秋山慎之介 原田琉生 花畑遼乙河

11:45 MS3-A-3
市川貴之 (個人（善行坂）) 秋山慎之介 (町田南中) 司馬光 河野一成 片桐智樹

12:15 MS3-B-2
佐藤春太 (フリー（川崎市）) 足立和夫 (宮前平Ｂ．Ｃ) 市川貴之 秋山慎之介 浜田進

12:45 MS3-A-4
片桐智樹 (Ｍｒ．忖度) 原田琉生 (藤原中（日光）) 佐藤春太 足立和夫 秋山慎之介

13:15 MS3-C-2
河野一成 (アンリツ) 花畑遼乙河 (フリー（多摩区）) 片桐智樹 原田琉生 司馬光

13:45 MS3-A-5
市川貴之 (個人（善行坂）) 原田琉生 (藤原中（日光）) 河野一成 花畑遼乙河 秋山慎之介

14:15 MS3-B-3
浜田進 (藤沢清流高校) 足立和夫 (宮前平Ｂ．Ｃ) 市川貴之 原田琉生 佐藤春太

14:45 MS3-A-6
片桐智樹 (Ｍｒ．忖度) 秋山慎之介 (町田南中) 浜田進 足立和夫 原田琉生

15:15 MS3-C-3
司馬光 (町田南中) 花畑遼乙河 (フリー（多摩区）) 片桐智樹 秋山慎之介 河野一成

不足する線審は　同一ブロックのかたを選定しています。

－：同一のブロックから審判を選定できないので当日選定。ご協力よろしくおねがいします。



12コート

対戦者 対戦者 主審・線審 線審

09:45 MS3-D-1
木村将志 (ＴＢＡ) 木下和貴 (六会中学校) 秋山拓海(主審) 菅原昭平(線審) 森裕樹

10:15 MS3-E-1
齋藤賀仁 (フリー（藤沢）) 砂川琉樹 (町田南中) 木村将志 木下和貴 山田雄司

10:45 MS3-F-1
秋山拓海 (一般（立川市）) 菅原昭平 (ｎａｒｏ) 齋藤賀仁 砂川琉樹 堀川聡

11:15 MS3-D-2
木下和貴 (六会中学校) 森裕樹 (フリー（千葉）) 秋山拓海 菅原昭平 木村将志

11:45 MS3-E-2
砂川琉樹 (町田南中) 山田雄司 (ピーガル) 木下和貴 森裕樹 齋藤賀仁

12:15 MS3-F-2
菅原昭平 (ｎａｒｏ) 堀川聡 (フリー（町田）) 砂川琉樹 山田雄司 秋山拓海

12:45 MS3-D-3
木村将志 (ＴＢＡ) 森裕樹 (フリー（千葉）) 菅原昭平 堀川聡 木下和貴

13:15 MS3-E-3
齋藤賀仁 (フリー（藤沢）) 山田雄司 (ピーガル) 木村将志 森裕樹 砂川琉樹

13:45 MS3-F-3
秋山拓海 (一般（立川市）) 堀川聡 (フリー（町田）) 齋藤賀仁 山田雄司 菅原昭平

不足する線審は　同一ブロックのかたを選定しています。


