
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート
09:50 6GSB-A-1 6GSB-B-1 6GSB-C-1 6GSB-D-1 6GSB-E-1 6GSB-F-1 6GSB-G-1 6GSB-H-1

小島夕菜 野口怜奈 松丸綾華 山本凜華 岡村千雪 石塚妃波 武藤知紗都 中村紗夜
(野田中根) (市川ジュニア) (BunBunSP) (季美の森) (鎌ケ谷ジュニア) (季美の森) (成田ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．)

石田紗那 金井奈央 緒方永愛 小嶋彩夏 吉野桃香 長嶺さくら 緒方光希 一森結有
(季美の森) (季美の森) (市川ジュニア) (ProgressJr．) (東部台ＪＢＣ) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (BunBunSP) (季美の森)

10:00 6GSB-I-1 6GSB-J-1 5GSB-A-1 5GSB-A-2 5GSB-B-1 5GSB-B-2 5GSB-C-1 5GSB-D-1
鈴木望叶 前田凜優 平井凜 谷叶葉 岩尾美柚 大橋千愛里 高橋歩 渡来葵

(東部台ＪＢＣ) (柏南部ジュニア) (市原ジュニア) (大森ジュニア) (柏南部ジュニア) (季美の森) (大井沢バドミントン) (松戸六実ジュニア)

北歩実 庄司果真 後藤あおい 岩澤梨真 青木優羽 山田風花 佐藤瑠泉 佐々木優芽
(市原ジュニア) (三郷ダックス) (７７７Ｊｒ) (三郷ダックス) (市原ジュニア) (成田ジュニア) (７７７Ｊｒ) (やちよスマッシュ)

10:10 5GSB-E-1 5GSB-F-1 5GSB-G-1 5GSB-H-1 5GSB-I-1 5GSB-J-1 5GSB-K-1 5GSB-L-1
山口瑠々 野元美歩 鶴田愛美 山口心蒼 江口芽生 竹本月渚 佐藤心愛 田口乃愛

(我孫子ジュニア) (松戸六実ジュニア) (BunBunSP) (市川ジュニア) (鎌ケ谷ジュニア) (７７７Ｊｒ) (ベイヒッターズ) (野田中根)
小倉明衣 浅岡愛加 石塚菜々美 田中理乃 川口友梨華 窪田莉瑠 石川夏福 三浦穂香
(季美の森) (しゃとる茂原ＢＣ) (我孫子ジュニア) (ベイヒッターズ) (船橋ジュニア) (松戸六実ジュニア) (三郷ダックス) (流山ジュニア)

10:20 4GSB-A-1 4GSB-A-2 4GSB-B-1 4GSB-C-1 4GSB-D-1 4GSB-E-1 4GSB-F-1 4GSB-G-1
蛭川由菜 城丸望心 秋山紗輝 石川晴子 遠藤鈴月 中島寧音 山田明日香 野口唯奈

(シャトル桜木) (東部台ＪＢＣ) (大森ジュニア) (柏南部ジュニア) (大森ジュニア) (柏南部ジュニア) (シャトル桜木) (市川ジュニア)

小林明日香 末廣凜風 原彩音 末廣瑠夏 石川優里 早川穂 繁森心美 葛谷果歩
(流山ジュニア) (小平ジュニア) (シャトル桜木) (小平ジュニア) (ハルトノクラブ) (シャトル桜木) (船橋ジュニア) (大井沢バド)

10:30 4GSB-H-1 4GSB-I-1 6BSB-A-1 6BSB-A-2 6BSB-B-1 6BSB-B-2 6BSB-C-1 6BSB-D-1
峰莉緒 戸井田穂香 尾座元琉偉 青柳敬太 佃直樹 眞下尚也 益子航 折原壱

(松戸六実ジュニア) (鎌ケ谷ジュニア) (７７７Ｊｒ) (やちよスマッシュ) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (野田中根) (やちよスマッシュ) (鎌ケ谷ジュニア)

荒屋鋪奏 関原咲景 立石空都 廣木優稀 林礼晟 山口唯杏 清水啓資 遠藤蒼空
(柏南部ジュニア) (やちよスマッシュ) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (三郷ダックス) (しゃとる茂原ＢＣ) (シャトル桜木) (鎌ケ谷ジュニア) (大森ジュニア)

10:40 6BSB-E-1 6BSB-F-1 4BSB-A-1 4BSB-B-1 4BSB-C-1 4BSB-D-1 4BSB-E-1 3BS-A-1
浅岡大翔 羽石海翔 大口勇人 木嶋耕太郎 齋藤幹仁 青木翔太郎 加藤織音 田中星太郎

(しゃとる茂原ＢＣ) (成田ジュニア) (野田中根) (鎌ケ谷ジュニア) (流山ジュニア) (船橋ジュニア) (柏南部ジュニア) (小平ジュニア)

鶴岡蒼也 常松隆太 戸部結智 竹林翔平 眞下寛悠 清水宥良 船橋亮太 齊木翔音
(成田ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (流山ジュニア) (BunBunSP) (野田中根) (鎌ケ谷ジュニア) (野田中根) (しゃとる茂原ＢＣ)

10:50 3BS-B-1 3BS-C-1 3BS-D-1 3BS-E-1 3BS-F-1 3GS-A-1 3GS-A-2 3GS-B-1
会田壮良 澤内海風 小杉耕勇 谷本豪輝 秋葉蒼空 石塚捺波 松丸遥 清宮李音

(三郷ダックス) (ハニーソフィア) (鎌ケ谷ジュニア) (佐貫クラブ) (しゃとる茂原ＢＣ) (季美の森) (三郷ダックス) (東部台ＪＢＣ)

岩屋ヶ野響 鈴木秀吾 網谷葵 市村悠悟 高橋和希 楠美乃唯 川口桃加 大貫里寿
(柏南部ジュニア) (小平ジュニア) (船橋ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (大井沢バド) (ProgressJr．) (船橋ジュニア) (ProgressJr．)

11:00 3GS-C-1 3GS-D-1 3GS-E-1 3GS-F-1 3GS-G-1 2GS-A-1 2GS-B-1 2GS-C-1
松嶋美紘 細木原茉奈 六本木咲穂 永井凛央 向後七海 彌勒院美咲 遠藤愛依 田島優

(７７７Ｊｒ) (ProgressJr．) (ベイヒッターズ) (大井沢バド) (大森ジュニア) (高洲ホープス) (流山ジュニア) (市原ジュニア)

土田瑚奈 篠原彩那 岡田実穏 近藤沙郁 小野柚美 伊東優月 矢ケ嵜莉愛 豊島千早
(ＦＪＢＳ) (大森ジュニア) (大井沢バド) (ベイヒッターズ) (流山ジュニア) (大森ジュニア) (ＦＪＢＳ) (大井沢バド)

11:10 2GS-D-1 2GS-E-1 2GS-F-1 2GS-G-1 2GS-H-1 5BSB-A-1 5BSB-A-2 5BSB-B-1
鈴木美貴 土屋くるみ 青木陽香 小林陽菜子 酒井塔子 高橋礼都 小川優 篠原凛恩

(栗ヶ沢Ｊｒ．) (季美の森) (船橋ジュニア) (高洲ホープス) (ProgressJr．) (大井沢バド) (市原ジュニア) (BunBunSP)
三野心春 中川ひまり 中江茉也美 生田恵玲乃 青木結愛 武井天歩 秋葉純希 安藤光希

(高洲ホープス) (ＦＪＢＳ) (流山ジュニア) (大森ジュニア) (市原ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (季美の森) (三郷ダックス)
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11:20 5BSB-B-2 5BSB-C-1 5BSB-D-1 2BS-A-1 2BS-B-1 2BS-C-1 6GSA-A-1 6GSA-A-2
揚石大智 伊藤真樹隆 西野航平 野口優 吉川凌生 小山大誠 本井舞鈴 澤田朱里

(市川ジュニア) (ＦＪＢＳ) (柏南部ジュニア) (小平ジュニア) (市原ジュニア) (高洲ホープス) (やちよスマッシュ) (BunBunSP)
石川颯祐 藤谷蘭丸 葭原知宙 三谷優輝 塚田眞都 田代惺大 鈴木茜音 伊野こはく

(やちよスマッシュ) (市原ジュニア) (小平ジュニア) (我孫子ジュニア) (ハルトノクラブ) (小平ジュニア) (シャトル桜木) (ベイヒッターズ)

11:30 6GSA-B-1 6GSA-C-1 5GSA-A-1 5GSA-B-1 5GSA-C-1 1GS-A-1 1GS-A-2 1GS-B-1
加藤ことね 伊藤優 石川七帆 飛山暖 富永彩巴 長谷川咲樹 金川志帆 劉睿溪
(７７７Ｊｒ) (市川ジュニア) (ベイヒッターズ) (ＦＪＢＳ) (ベイヒッターズ) (船橋ジュニア) (ハルトノクラブ) (高洲ホープス)

高橋亜依 小林愛花 富永万結 野田華愛 根本茉実 山中千尋 武藤仁美 田村果鈴
(ＦＪＢＳ) (船橋ジュニア) (大森ジュニア) (７７７Ｊｒ) (鎌ケ谷ジュニア) (高洲ホープス) (成田ジュニア) (我孫子ジュニア)

11:40 1GS-B-2 1GS-C-1 1GS-C-2 1GS-D-1 1GS-D-2 6BSA-A-1 6BSA-A-2 6BSA-B-1
関澤光梨 保土田凜和 小杉奏主 山本梨愛 岡田紗季 川﨑翔太 猪瀬晴翔 佐藤柊希

(ハルトノクラブ) (シャトル桜木) (鎌ケ谷ジュニア) (ProgressJr．) (大井沢バド) (シャトル桜木) (小平ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．)

澤内心愛 趙鈺凡 今井優 佐藤由羽 工藤愛美 牧颯大 橋本賢輝 尾込温人
(ハニーソフィア) (高洲ホープス) (ハルトノクラブ) (小平ジュニア) (川間ジュニア) (市原ジュニア) (野田中根) (市原ジュニア)

11:50 6BSA-B-2 4BSA-A-1 4BSA-A-2 4BSA-B-1 4BSA-B-2 1BS-A-1 1BS-B-1 5BSA-1
岩下慶一郎 中沢嵐 鈴木雅斗 高久昊士 秦野光 川崎航 伊井冬馬 吉永晴彦
(ProgressJr．) (ProgressJr．) (ＦＪＢＳ) (BunBunSP) (野田中根) (ベイヒッターズ) (市原ジュニア) (シャトル桜木)

小林碧 佐々木玲 王奕軒 石田哲也 山本将太郎 赤堀陽音 大橋優翔 安藤大翔
(やちよスマッシュ) (ベイヒッターズ) (三郷ダックス) (三郷ダックス) (三郷ダックス) (７７７Ｊｒ) (ハルトノクラブ) (大森ジュニア)

12:00 4GSA-1 4GSA-2 6GSB-A-2 6GSB-B-2 6GSB-C-2 6GSB-D-2 6GSB-E-2 6GSB-F-2
寺尾結依 吉野佑海 石田紗那 金井奈央 緒方永愛 小嶋彩夏 吉野桃香 長嶺さくら

(７７７Ｊｒ) (柏南部ジュニア) (季美の森) (季美の森) (市川ジュニア) (ProgressJr．) (東部台ＪＢＣ) (栗ヶ沢Ｊｒ．)

峰岸碧 伊野逢糸 重信心音 小谷百合愛 大谷茉穂 鈴木絢女 荒井美里 加藤愛梨
(ＦＪＢＳ) (ベイヒッターズ) (我孫子ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (船橋ジュニア) (BunBunSP) (市川ジュニア) (東部台ＪＢＣ)

12:10 6GSB-G-2 6GSB-H-2 6GSB-I-2 6GSB-J-2 5GSB-A-3 5GSB-A-4 5GSB-B-3 5GSB-B-4
緒方光希 一森結有 北歩実 庄司果真 平井凜 後藤あおい 岩尾美柚 青木優羽
(BunBunSP) (季美の森) (市原ジュニア) (三郷ダックス) (市原ジュニア) (７７７Ｊｒ) (柏南部ジュニア) (市原ジュニア)

齋藤美衣奈 花川心菜 大谷莉央 高橋礼 谷叶葉 岩澤梨真 大橋千愛里 山田風花
(佐貫クラブ) (ベイヒッターズ) (船橋ジュニア) (ProgressJr．) (大森ジュニア) (三郷ダックス) (季美の森) (成田ジュニア)

12:20 5GSB-C-2 5GSB-D-2 5GSB-E-2 5GSB-F-2 5GSB-G-2 5GSB-H-2 5GSB-I-2 5GSB-J-2
佐藤瑠泉 佐々木優芽 小倉明衣 浅岡愛加 石塚菜々美 田中理乃 川口友梨華 窪田莉瑠

(７７７Ｊｒ) (やちよスマッシュ) (季美の森) (しゃとる茂原ＢＣ) (我孫子ジュニア) (ベイヒッターズ) (船橋ジュニア) (松戸六実ジュニア)

田村葉音 永井花凛 三石優月 石井満乃莉 彌勒院菜摘 市村奈緒 神戸美花 渡邉凜
(我孫子ジュニア) (大井沢バドミントン) (ベイヒッターズ) (やちよスマッシュ) (高洲ホープス) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (やちよスマッシュ) (栗ヶ沢Ｊｒ．)

12:30 5GSB-K-2 5GSB-L-2 4GSB-A-3 4GSB-A-4 4GSB-B-2 4GSB-C-2 4GSB-D-2 4GSB-E-2
石川夏福 三浦穂香 蛭川由菜 小林明日香 原彩音 末廣瑠夏 石川優里 早川穂

(三郷ダックス) (流山ジュニア) (シャトル桜木) (流山ジュニア) (シャトル桜木) (小平ジュニア) (ハルトノクラブ) (シャトル桜木)

黒澤陽悦 渡辺知奈 城丸望心 末廣凜風 大島彩椰 林瞳桜 後藤悠那 黒木美羽
(流山ジュニア) (７７７Ｊｒ) (東部台ＪＢＣ) (小平ジュニア) (ProgressJr．) (しゃとる茂原ＢＣ) (BunBunSP) (７７７Ｊｒ)

12:40 4GSB-F-2 4GSB-G-2 4GSB-H-2 4GSB-I-2 6BSB-A-3 6BSB-A-4 6BSB-B-3 6BSB-B-4
繁森心美 葛谷果歩 荒屋鋪奏 関原咲景 尾座元琉偉 立石空都 佃直樹 林礼晟

(船橋ジュニア) (大井沢バド) (柏南部ジュニア) (やちよスマッシュ) (７７７Ｊｒ) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (しゃとる茂原ＢＣ)

会田りこ 春貴彩乃 伊藤真加 酒井藍子 青柳敬太 廣木優稀 眞下尚也 山口唯杏
(松戸六実ジュニア) (流山ジュニア) (季美の森) (ProgressJr．) (やちよスマッシュ) (三郷ダックス) (野田中根) (シャトル桜木)

12:50 6BSB-C-2 6BSB-D-2 6BSB-E-2 6BSB-F-2 4BSB-A-2 4BSB-B-2 4BSB-C-2 4BSB-D-2
清水啓資 遠藤蒼空 鶴岡蒼也 常松隆太 戸部結智 竹林翔平 眞下寛悠 清水宥良

(鎌ケ谷ジュニア) (大森ジュニア) (成田ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (流山ジュニア) (BunBunSP) (野田中根) (鎌ケ谷ジュニア)

政川夕馬 竹林賢吾 鈴木翔太 城丸心輝 山谷諒真 西尾風雅 根本悠玖 宮本陸翔
(BunBunSP) (やちよスマッシュ) (松戸六実ジュニア) (東部台ＪＢＣ) (やちよスマッシュ) (柏南部ジュニア) (ハルトノクラブ) (松戸六実ジュニア)
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13:00 4BSB-E-2 3BS-A-2 3BS-B-2 3BS-C-2 3BS-D-2 3BS-E-2 3BS-F-2 3GS-A-3
船橋亮太 齊木翔音 岩屋ヶ野響 鈴木秀吾 網谷葵 市村悠悟 高橋和希 石塚捺波
(野田中根) (しゃとる茂原ＢＣ) (柏南部ジュニア) (小平ジュニア) (船橋ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (大井沢バド) (季美の森)
須田康仁 清酒颯真 野村海貴 池村陸斗 板屋智己 堀田櫂詩 小林透真 松丸遥

(シャトル桜木) (７７７Ｊｒ) (高洲ホープス) (松戸六実ジュニア) (流山ジュニア) (柏南部ジュニア) (船橋ジュニア) (三郷ダックス)

13:10 3GS-A-4 3GS-B-2 3GS-C-2 3GS-D-2 3GS-E-2 3GS-F-2 3GS-G-2 2GS-A-2
楠美乃唯 大貫里寿 土田瑚奈 篠原彩那 岡田実穏 近藤沙郁 小野柚美 伊東優月

(ProgressJr．) (ProgressJr．) (ＦＪＢＳ) (大森ジュニア) (大井沢バド) (ベイヒッターズ) (流山ジュニア) (大森ジュニア)

川口桃加 今井伶 鎌形望心 磯野ひとみ 上田ちはる 郎煕然 山口穂乃 大橋愛美
(船橋ジュニア) (ハルトノクラブ) (シャトル桜木) (東部台ＪＢＣ) (高洲ホープス) (ProgressJr．) (我孫子ジュニア) (ハルトノクラブ)

13:20 2GS-B-2 2GS-C-2 2GS-D-2 2GS-E-2 2GS-F-2 2GS-G-2 2GS-H-2 5BSB-A-3
矢ケ嵜莉愛 豊島千早 三野心春 中川ひまり 中江茉也美 生田恵玲乃 青木結愛 高橋礼都
(ＦＪＢＳ) (大井沢バド) (高洲ホープス) (ＦＪＢＳ) (流山ジュニア) (大森ジュニア) (市原ジュニア) (大井沢バド)

岡田海音 川嶋実莉 金子さくら 三浦史愛 伊藤美香怜 池村咲良 入澤美星 小川優
(野田中根) (季美の森) (船橋ジュニア) (流山ジュニア) (ＦＪＢＳ) (松戸六実ジュニア) (小平ジュニア) (市原ジュニア)

13:30 5BSB-A-4 5BSB-B-3 5BSB-B-4 5BSB-C-2 5BSB-D-2 2BS-A-2 2BS-B-2 2BS-C-2
武井天歩 篠原凛恩 安藤光希 藤谷蘭丸 葭原知宙 三谷優輝 塚田眞都 田代惺大

(栗ヶ沢Ｊｒ．) (BunBunSP) (三郷ダックス) (市原ジュニア) (小平ジュニア) (我孫子ジュニア) (ハルトノクラブ) (小平ジュニア)

秋葉純希 揚石大智 石川颯祐 鈴木栄人 松丸翔太郎 中村悠大 峰伶次郎 荒井陽輝
(季美の森) (市川ジュニア) (やちよスマッシュ) (やちよスマッシュ) (BunBunSP) (流山ジュニア) (松戸六実ジュニア) (大森ジュニア)

13:40 6GSA-A-3 6GSA-A-4 6GSA-B-2 6GSA-C-2 5GSA-A-2 5GSA-B-2 5GSA-C-2 1GS-A-3
本井舞鈴 鈴木茜音 高橋亜依 小林愛花 富永万結 野田華愛 根本茉実 長谷川咲樹

(やちよスマッシュ) (シャトル桜木) (ＦＪＢＳ) (船橋ジュニア) (大森ジュニア) (７７７Ｊｒ) (鎌ケ谷ジュニア) (船橋ジュニア)

澤田朱里 伊野こはく 湯川真帆 小谷菜乃花 折原二菜 関まなる 川﨑優羽 金川志帆
(BunBunSP) (ベイヒッターズ) (鎌ケ谷ジュニア) (ＦＪＢＳ) (鎌ケ谷ジュニア) (大森ジュニア) (シャトル桜木) (ハルトノクラブ)

13:50 1GS-A-4 1GS-B-3 1GS-B-4 1GS-C-3 1GS-C-4 1GS-D-3 1GS-D-4 6BSA-A-3
山中千尋 劉睿溪 田村果鈴 保土田凜和 趙鈺凡 山本梨愛 佐藤由羽 川﨑翔太

(高洲ホープス) (高洲ホープス) (我孫子ジュニア) (シャトル桜木) (高洲ホープス) (ProgressJr．) (小平ジュニア) (シャトル桜木)

武藤仁美 関澤光梨 澤内心愛 小杉奏主 今井優 岡田紗季 工藤愛美 猪瀬晴翔
(成田ジュニア) (ハルトノクラブ) (ハニーソフィア) (鎌ケ谷ジュニア) (ハルトノクラブ) (大井沢バド) (川間ジュニア) (小平ジュニア)

14:00 6BSA-A-4 6BSA-B-3 6BSA-B-4 4BSA-A-3 4BSA-A-4 4BSA-B-3 4BSA-B-4 1BS-A-2
牧颯大 佐藤柊希 尾込温人 中沢嵐 佐々木玲 高久昊士 石田哲也 赤堀陽音

(市原ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (市原ジュニア) (ProgressJr．) (ベイヒッターズ) (BunBunSP) (三郷ダックス) (７７７Ｊｒ)

橋本賢輝 岩下慶一郎 小林碧 鈴木雅斗 王奕軒 秦野光 山本将太郎 根本茂忠
(野田中根) (ProgressJr．) (やちよスマッシュ) (ＦＪＢＳ) (三郷ダックス) (野田中根) (三郷ダックス) (ハルトノクラブ)

14:10 1BS-B-2 5BSA-2 4GSA-3 4GSA-4 6GSB-A-3 6GSB-B-3 6GSB-C-3 6GSB-D-3
大橋優翔 安藤大翔 寺尾結依 峰岸碧 小島夕菜 野口怜奈 松丸綾華 山本凜華

(ハルトノクラブ) (大森ジュニア) (７７７Ｊｒ) (ＦＪＢＳ) (野田中根) (市川ジュニア) (BunBunSP) (季美の森)
百瀬仁翔 山本和慶 吉野佑海 伊野逢糸 重信心音 小谷百合愛 大谷茉穂 鈴木絢女

(大井沢バド) (柏南部ジュニア) (柏南部ジュニア) (ベイヒッターズ) (我孫子ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (船橋ジュニア) (BunBunSP)

14:20 6GSB-E-3 6GSB-F-3 6GSB-G-3 6GSB-H-3 6GSB-I-3 6GSB-J-3 5GSB-A-5 5GSB-A-6
岡村千雪 石塚妃波 武藤知紗都 中村紗夜 鈴木望叶 前田凜優 平井凜 後藤あおい

(鎌ケ谷ジュニア) (季美の森) (成田ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (東部台ＪＢＣ) (柏南部ジュニア) (市原ジュニア) (７７７Ｊｒ)

荒井美里 加藤愛梨 齋藤美衣奈 花川心菜 大谷莉央 高橋礼 岩澤梨真 谷叶葉
(市川ジュニア) (東部台ＪＢＣ) (佐貫クラブ) (ベイヒッターズ) (船橋ジュニア) (ProgressJr．) (三郷ダックス) (大森ジュニア)

14:30 5GSB-B-5 5GSB-B-6 5GSB-C-3 5GSB-D-3 5GSB-E-3 5GSB-F-3 5GSB-G-3 5GSB-H-3
岩尾美柚 青木優羽 高橋歩 渡来葵 山口瑠々 野元美歩 鶴田愛美 山口心蒼

(柏南部ジュニア) (市原ジュニア) (大井沢バドミントン) (松戸六実ジュニア) (我孫子ジュニア) (松戸六実ジュニア) (BunBunSP) (市川ジュニア)

山田風花 大橋千愛里 田村葉音 永井花凛 三石優月 石井満乃莉 彌勒院菜摘 市村奈緒
(成田ジュニア) (季美の森) (我孫子ジュニア) (大井沢バドミントン) (ベイヒッターズ) (やちよスマッシュ) (高洲ホープス) (栗ヶ沢Ｊｒ．)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



14:40 5GSB-I-3 5GSB-J-3 5GSB-K-3 5GSB-L-3 4GSB-A-5 4GSB-A-6 4GSB-B-3 4GSB-C-3
江口芽生 竹本月渚 佐藤心愛 田口乃愛 蛭川由菜 小林明日香 秋山紗輝 石川晴子

(鎌ケ谷ジュニア) (７７７Ｊｒ) (ベイヒッターズ) (野田中根) (シャトル桜木) (流山ジュニア) (大森ジュニア) (柏南部ジュニア)

神戸美花 渡邉凜 黒澤陽悦 渡辺知奈 末廣凜風 城丸望心 大島彩椰 林瞳桜
(やちよスマッシュ) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (流山ジュニア) (７７７Ｊｒ) (小平ジュニア) (東部台ＪＢＣ) (ProgressJr．) (しゃとる茂原ＢＣ)

14:50 4GSB-D-3 4GSB-E-3 4GSB-F-3 4GSB-G-3 4GSB-H-3 4GSB-I-3 6BSB-A-5 6BSB-A-6
遠藤鈴月 中島寧音 山田明日香 野口唯奈 峰莉緒 戸井田穂香 尾座元琉偉 立石空都

(大森ジュニア) (柏南部ジュニア) (シャトル桜木) (市川ジュニア) (松戸六実ジュニア) (鎌ケ谷ジュニア) (７７７Ｊｒ) (栗ヶ沢Ｊｒ．)

後藤悠那 黒木美羽 会田りこ 春貴彩乃 伊藤真加 酒井藍子 廣木優稀 青柳敬太
(BunBunSP) (７７７Ｊｒ) (松戸六実ジュニア) (流山ジュニア) (季美の森) (ProgressJr．) (三郷ダックス) (やちよスマッシュ)

15:00 6BSB-B-5 6BSB-B-6 6BSB-C-3 6BSB-D-3 6BSB-E-3 6BSB-F-3 4BSB-A-3 4BSB-B-3
佃直樹 林礼晟 益子航 折原壱 浅岡大翔 羽石海翔 大口勇人 木嶋耕太郎

(栗ヶ沢Ｊｒ．) (しゃとる茂原ＢＣ) (やちよスマッシュ) (鎌ケ谷ジュニア) (しゃとる茂原ＢＣ) (成田ジュニア) (野田中根) (鎌ケ谷ジュニア)

山口唯杏 眞下尚也 政川夕馬 竹林賢吾 鈴木翔太 城丸心輝 山谷諒真 西尾風雅
(シャトル桜木) (野田中根) (BunBunSP) (やちよスマッシュ) (松戸六実ジュニア) (東部台ＪＢＣ) (やちよスマッシュ) (柏南部ジュニア)

15:10 4BSB-C-3 4BSB-D-3 4BSB-E-3 3BS-A-3 3BS-B-3 3BS-C-3 3BS-D-3 3BS-E-3
齋藤幹仁 青木翔太郎 加藤織音 田中星太郎 会田壮良 澤内海風 小杉耕勇 谷本豪輝

(流山ジュニア) (船橋ジュニア) (柏南部ジュニア) (小平ジュニア) (三郷ダックス) (ハニーソフィア) (鎌ケ谷ジュニア) (佐貫クラブ)

根本悠玖 宮本陸翔 須田康仁 清酒颯真 野村海貴 池村陸斗 板屋智己 堀田櫂詩
(ハルトノクラブ) (松戸六実ジュニア) (シャトル桜木) (７７７Ｊｒ) (高洲ホープス) (松戸六実ジュニア) (流山ジュニア) (柏南部ジュニア)

15:20 3BS-F-3 3GS-A-5 3GS-A-6 3GS-B-3 3GS-C-3 3GS-D-3 3GS-E-3 3GS-F-3
秋葉蒼空 石塚捺波 楠美乃唯 清宮李音 松嶋美紘 細木原茉奈 六本木咲穂 永井凛央

(しゃとる茂原ＢＣ) (季美の森) (ProgressJr．) (東部台ＪＢＣ) (７７７Ｊｒ) (ProgressJr．) (ベイヒッターズ) (大井沢バド)

小林透真 川口桃加 松丸遥 今井伶 鎌形望心 磯野ひとみ 上田ちはる 郎煕然
(船橋ジュニア) (船橋ジュニア) (三郷ダックス) (ハルトノクラブ) (シャトル桜木) (東部台ＪＢＣ) (高洲ホープス) (ProgressJr．)

15:30 3GS-G-3 2GS-A-3 2GS-B-3 2GS-C-3 2GS-D-3 2GS-E-3 2GS-F-3 2GS-G-3
向後七海 彌勒院美咲 遠藤愛依 田島優 鈴木美貴 土屋くるみ 青木陽香 小林陽菜子

(大森ジュニア) (高洲ホープス) (流山ジュニア) (市原ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (季美の森) (船橋ジュニア) (高洲ホープス)

山口穂乃 大橋愛美 岡田海音 川嶋実莉 金子さくら 三浦史愛 伊藤美香怜 池村咲良
(我孫子ジュニア) (ハルトノクラブ) (野田中根) (季美の森) (船橋ジュニア) (流山ジュニア) (ＦＪＢＳ) (松戸六実ジュニア)

15:40 2GS-H-3 5BSB-A-5 5BSB-A-6 5BSB-B-5 5BSB-B-6 5BSB-C-3 5BSB-D-3 2BS-A-3
酒井塔子 高橋礼都 武井天歩 篠原凛恩 安藤光希 伊藤真樹隆 西野航平 野口優

(ProgressJr．) (大井沢バド) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (BunBunSP) (三郷ダックス) (ＦＪＢＳ) (柏南部ジュニア) (小平ジュニア)

入澤美星 秋葉純希 小川優 石川颯祐 揚石大智 鈴木栄人 松丸翔太郎 中村悠大
(小平ジュニア) (季美の森) (市原ジュニア) (やちよスマッシュ) (市川ジュニア) (やちよスマッシュ) (BunBunSP) (流山ジュニア)

15:50 2BS-B-3 2BS-C-3 6GSA-A-5 6GSA-A-6 6GSA-B-3 6GSA-C-3 5GSA-A-3 5GSA-B-3
吉川凌生 小山大誠 本井舞鈴 鈴木茜音 加藤ことね 伊藤優 石川七帆 飛山暖

(市原ジュニア) (高洲ホープス) (やちよスマッシュ) (シャトル桜木) (７７７Ｊｒ) (市川ジュニア) (ベイヒッターズ) (ＦＪＢＳ)
峰伶次郎 荒井陽輝 伊野こはく 澤田朱里 湯川真帆 小谷菜乃花 折原二菜 関まなる

(松戸六実ジュニア) (大森ジュニア) (ベイヒッターズ) (BunBunSP) (鎌ケ谷ジュニア) (ＦＪＢＳ) (鎌ケ谷ジュニア) (大森ジュニア)

16:00 5GSA-C-3 1GS-A-5 1GS-A-6 1GS-B-5 1GS-B-6 1GS-C-5 1GS-C-6 1GS-D-5
富永彩巴 長谷川咲樹 山中千尋 劉睿溪 田村果鈴 保土田凜和 趙鈺凡 山本梨愛

(ベイヒッターズ) (船橋ジュニア) (高洲ホープス) (高洲ホープス) (我孫子ジュニア) (シャトル桜木) (高洲ホープス) (ProgressJr．)

川﨑優羽 武藤仁美 金川志帆 澤内心愛 関澤光梨 今井優 小杉奏主 工藤愛美
(シャトル桜木) (成田ジュニア) (ハルトノクラブ) (ハニーソフィア) (ハルトノクラブ) (ハルトノクラブ) (鎌ケ谷ジュニア) (川間ジュニア)

16:10 1GS-D-6 6BSA-A-5 6BSA-A-6 6BSA-B-5 6BSA-B-6 4BSA-A-5 4BSA-A-6 4BSA-B-5
佐藤由羽 川﨑翔太 牧颯大 佐藤柊希 尾込温人 中沢嵐 佐々木玲 高久昊士

(小平ジュニア) (シャトル桜木) (市原ジュニア) (栗ヶ沢Ｊｒ．) (市原ジュニア) (ProgressJr．) (ベイヒッターズ) (BunBunSP)
岡田紗季 橋本賢輝 猪瀬晴翔 小林碧 岩下慶一郎 王奕軒 鈴木雅斗 山本将太郎

(大井沢バド) (野田中根) (小平ジュニア) (やちよスマッシュ) (ProgressJr．) (三郷ダックス) (ＦＪＢＳ) (三郷ダックス)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



16:20 4BSA-B-6 1BS-A-3 1BS-B-3 5BSA-3 4GSA-5 4GSA-6 6GSB-1 6GSB-2
石田哲也 川崎航 伊井冬馬 吉永晴彦 寺尾結依 峰岸碧

(三郷ダックス) (ベイヒッターズ) (市原ジュニア) (シャトル桜木) (７７７Ｊｒ) (ＦＪＢＳ)
秦野光 根本茂忠 百瀬仁翔 山本和慶 伊野逢糸 吉野佑海

(野田中根) (ハルトノクラブ) (大井沢バド) (柏南部ジュニア) (ベイヒッターズ) (柏南部ジュニア)

16:30 5GSB-1 5GSB-2 5GSB-3 5GSB-4 4GSB-1 6BSB-1 6BSB-2 4BSB-1

16:40 3BS-1 3BS-2 3GS-1 3GS-2 3GS-3 2GS-1 2GS-2 2GS-3

16:50 2GS-4 5BSB-1 5BSB-2 2BS-1 6GSA-1 5GSA-1 1GS-1 1GS-2

17:00 6BSA-決勝 4BSA-決勝 1BS-決勝 6GSB-3 6GSB-4 6GSB-5 6GSB-6 5GSB-5

17:10 5GSB-6 5GSB-7 5GSB-8 4GSB-2 4GSB-3 4GSB-4 4GSB-5 6BSB-3

17:20 6BSB-4 4BSB-2 4BSB-3 3BS-3 3BS-4 3GS-4 3GS-5 2GS-5

17:30 2GS-6 5BSB-決勝 2BS-決勝 6GSA-決勝 5GSA-決勝 1GS-決勝 6GSB-7 6GSB-8

17:40 5GSB-9 5GSB-10 4GSB-6 4GSB-7 6BSB-決勝 4BSB-決勝 3BS-決勝 3GS-決勝

17:50 2GS-決勝 6GSB-決勝 5GSB-決勝 4GSB-決勝

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者


