
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 ９コート 10コート 11コート 12コート
10:00 MS1-1 MS1-2 MS2-1 MS2-2 MS3-1 MS3-2 MS4-1 MS5-1 MS6-1 MS7-1 MS8-1 WS1-1

西豊 藤原圭祐 小本翔太 中田政秀 相澤桃李 山田尚樹 山本純平 井村友哉 中峰信太朗 石井宏昌 森宏樹 山口萌
(日本大学) (法政大学) (日本体育大学) (中央大学) (日本大学) (日本体育大学) (日本体育大学) (日本体育大学) (日本体育大学) (日本大学) (東京情報大学) (法政大学)

武石優斗 高上麟龍 浅原大輔 牛川雄太 吉村徳仁 荒木絢 市川和洋 和田季 高江洲快登 河野匠真 春成星哉 佐藤麗
(明治大学) (筑波大学) (早稲田大学) (東海大学) (早稲田大学) (青山学院大学) (日本体育大学) (日本体育大学) (東京情報大学) (日本体育大学) (筑波大学) (日本体育大学)

線審 法政・筑波 日大・明治 中央・東海 日体・早稲田 日体・青学 日大・早稲田 日体 日体 日大・日体 日体・東京情報 法政・日体 東京情報・筑波

10:40 WS2-1 WS3-1 WS4-1 WS5-1 WS6-1 WS6-2 WS7-1 WS7-2 WS8-1 WS8-2 MD1-1 MD2-1
福島里彩 巻口実可 村井陽香 小野川とうこ 岩谷果歩 横山澪 齋藤真琴 櫻井彩貴 金丸萌子 山田瑛乃 本田・星野 荒井・鈴木

(日本大学) (専修大学) (日本大学) (東京女子体育大学) (青山学院大学) (専修大学) (立教大学) (明治大学) (専修大学) (東海大学) (千葉商科大学) (作新学院大学)

庄司真由 菊池さやか 泉桃花 伊藤千晶 甲斐妃美子 坂井陽 石原優美 工藤ひな子 清水一希 工藤瞳 青木・小川 宮崎・野口

(日本大学) (日本体育大学) (大妻女子大学) (日本大学) (法政大学) (東海大学) (専修大学) (法政大学) (法政大学) (日本体育大学) (一橋大学) (東京経済大学)

11:20 MD3-1 MD4-1 MD5-1 MD6-1 MD7-1 WD1-1 WD2-1 WD3-1 WD4-1 WD5-1
新井・保坂 一ノ瀬・金子 上原・津波古 木村・茂木 鈴木・森田 畠山・山田 中田・日野 秋山・長谷川 大塚・阿部 堀内・藤本

(帝京大学) (法政大学) (尚美学園大学) (東京情報大学) (筑波大学) (東海大学) (作新学院大学) (日本大学) (東京女子体育大学) (作新学院大学)

齋藤・小本 佐藤・金子 米山・板東 西野・春成 白川・河原 吉岡・熊澤 柿本・村谷 永田・柳瀬 伊藤・濱野 飯村・小野川

(日本体育大学) (法政大学) (専修大学) (筑波大学) (立教大学) (日本女子体育大学) (東京女子体育大学) (東京女子体育大学) (東京女子体育大学) (東京女子体育大学)

12:00 MS1-3 MS2-3 MS3-3 MS4-2 MS5-2 MS6-2 MS7-2 MS8-2 WS1-2 WS2-2 WS3-2 WS4-2
鈴木利拓 鈴木雄治 土平孟 西谷春樹 緒方友哉 油上芽恵 玉村未波 藤田百合子 有川友理奈

(筑波大学) (中央大学) (筑波大学) (明治大学) (日本大学) (日本体育大学) (日本大学) (青山学院大学) (立教大学)

12:40 WS5-2 WS6-3 WS7-3 WS8-3 MD1-2 MD2-2 MD3-2 MD4-2 MD5-2 MD6-2 MD7-2 MD8-1
久喜梨香 山﨑・木村 荒井・和田 紺野・後藤 牧野・下川 阿部・武藤 佐藤・伏見 大久保・牛川 下関・佐々木

(東京女子体育大学) (日本大学) (日本体育大学) (日本大学) (筑波大学) (流通経済大学) (青山学院大学) (東海大学) (東京理科大学)

深谷・本田

(帝京大学)

13:20 WD1-2 WD2-2 WD3-2 WD4-2 WD5-2 WD6-1 WD7-1 WD8-1
川端・金丸 正田・十河 鬼束・神尾 城所・日山 中条・中西 瀬下・熊倉 五島・佐々木 安部・庄司

(専修大学) (明治大学) (立教大学) (日本体育大学) (千葉商科大学) (東京情報大学) (日本体育大学) (日本大学)

佐藤・坂井 関町・伊藤 木村・武田
(大妻女子大学) (東京女子体育大学) (東京女子体育大学)

対戦者
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