
■スケジュール

試合順 補助審判 試合順 補助審判

9:00～9:30 練習

1 9：40～ 女子1回戦 A1 A4 B1 B4

2 (10:10～) 女子1回戦 A2 A1敗者 B2 B1敗者

3 (10:40～) 女子1回戦 A3 A2敗者 B3 B2敗者

4 (11:10～) 女子1回戦 A4 A3敗者 B4 B3敗者

5 (11:40～) 女子2回戦 A5 A4敗者 B5 B4敗者

6 (12:10～) 女子2回戦 A6 A5敗者 B6 B5敗者

7 (12:40～) 女子準決勝 A7 A6敗者 B7 B6敗者

8 (13:10～) 女子決勝 A8 A7B7敗者

張替え

9 (30分) 練習

10 14:00～ 男子1回戦 A9 A12 B9 B12

11 (14:30～) 男子1回戦 A10 A9敗者 B10 B9敗者

12 (15:00～) 男子1回戦 A11 A10敗者 B11 B10敗者

13 (15:30～) 男子1回戦 A12 A11敗者 B12 B11敗者

14 (16:00～) 男子2回戦 A13 A12敗者 B13 B12敗者

15 (16:30～) 男子2回戦 A14 A13敗者 B14 B13敗者

16 (17:00～) 男子準決勝 A15 A14敗者 B15 B14敗者

■トーナメント

森　愛唯 (共栄学園) 竜神　輝季 (駿台学園)

宇津木　乃愛 (共栄学園) 井上　大喜 (専大附属)

中江　涼夏 ( 日女体大附) 堤　怜太 (深沢)

石川　雨涵 (日女体大附) 澤原　大幹 (深沢)

伊藤　碧紀 (中央ろう) 中村　彗那 (東京立正)

堀　花梨 (中央ろう) 久保田　航平 (東京立正)

水永　皐 (駒大高校) 岡村　穣 (聖徳学園)

乾　はるの (駒大高校) 松本　隼 (聖徳学園)

山川　優 (狛江) 山岡　拓真 (帝京)

鈴木　和奏 (狛江) 澤崎　博希 (帝京)

三上　良乃 (淑徳SC) 三原　玄大 (立正)

金井　緋菜 (淑徳SC) 藤木　周吾 (立正)

濱田　陽菜 (東京高校) 佐藤秀守 (深沢)

庄内　このは (東京高校) 佐々木綾徳 (深沢)

今井　妃月 (淑徳SC) 京　馨 (東京立正)

牧園　和沙 (淑徳SC) 村島　慶至 (東京立正)

浦野　舞羽 (共栄学園) 加藤　隼人 (東京立正)

木村　ルアナ (共栄学園) 佐藤　駿斗 (東京立正)

室田　理名 (狛江) 千葉櫻　祥多 (聖徳学園)

鈴木　瑛奈 (狛江) 大野　遥希 (聖徳学園)

吉田　碧 (駒大高校) 笠原　大馳 (国分寺)

金子　瑠菜 (駒大高校) 寺本　七五三彦 (国分寺)

伊東　知優 (日女体大附) 岩本　勝 (大森学園)

松本　琴奈 (日女体大附) 丸　誉礼 (大森学園)

伊藤　心 (淑徳SC) 稲垣　喜一 (ビーチ連)

瀧　侑美 (淑徳SC) 齋藤　優樹 (聖徳学園)

阿部　希風 (東京立正) 川北　琥楠 (駒大高校)

山本　夢都美 (東京立正) 三ツ森　廉 (駒大高校)

栗原　深桜 (駒大高校) 髙橋　凰介 (深沢)

服部　杏咲 (駒大高校) 山本　真吾 (深沢)

橘　綾音 (東京高校) 高橋　大地 (駿台学園)

小櫃　穂乃佳 (共栄学園) 木村　寛治 (ビーチ連)

張替え

午前の部　女子 午後の部　男子
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■順位決定について：

女子：優勝チームを決定する。

男子：2代表を決定し、最終的な国体等への出場チームは強化を図り決定していく。

■参加チームについて

女子：各高校2チームまで確定とし、それ以上は抽選にて参加チームを決定

男子：講習会参加選手から選抜。 (7/11)桜美林が出場辞退により、深沢に変更

■競技上・審判上の留意事項

①全試合21点1セットマッチ（デュースの場合は２点差がつくまで）

追い込み方式（前の試合終了後、10分後に試合開始）

②・コートスイッチ時は接触を避けるため、ネット下をくぐらずに、指定された場所でコートスイッチを行ってください。

記録席より見て左コート（A）→記録席側でコートスイッチ

記録席より見て右コート（B）→主審側でコートスイッチ

③テクニカルタイムアウト：合計点数が21点の時に30秒間

④補助審判は、ラインジャッジ2名を担当する。

敗者チームは、次の試合の補助審判を行った後は、速やかに帰宅すること。

■その他

①午前を女子、午後を男子に分けて実施する。

開会式は行わないので、各チームは下記の受付時間帯に集合する。

女子：8：30～9：00

男子：12：30～13：00

②更衣室の利用：7名までの利用制限を遵守


