
【2020年12月1日(火)～2021年1月31日(日)】

（J）4,3級 （J）2,1級
田中（和） 関口

8:30～ 宮沢
9:20

中級 上級 中級 上級 中級 上級 上級 中級 上級 中級 上級
中垣内 田中（和） 池本 中垣内 中垣内 池本 池本 西沢 伊藤（駿） 関口 田中

９:30～ 9:30～ 関口 中村 宮沢
10:50 10:50

初級 中級 初級 中級 初級 中級 初級 中級 初級 中級 初級 中級
田中（和） 中垣内 中垣内 池本 池本 臼井 窪田 中垣内 西沢 竹前 田中 臼井

11:00～ 田中（和） 11:00～ 関口 浦山 宮沢 中村
12:20 12:20

中級 上級 上級 初級 中級 中級 上級 上級 トーナメント 中級 上級
西沢 伊藤（壮） 伊藤（駿） 西沢 中垣内 田中（和） 中垣内 竹前 伊藤（駿） 臼井 伊藤（駿）

12:30～ 12:30～ 土屋 関口
13:50 13:50

上級 上級 ダブルス中級 上級 上級 初級 中級 初級 中級
中垣内 池本 田中 臼井 窪田 池本 中垣内 関口 伊藤（駿）

14:00～ 14:00～ 関口 西沢 0
15:20 15:20

（J）4,3級 （J）７,6,5級 （J）4,3級 （J）７,6,5級
土屋 宮沢 中村 関口

15:30～ 竹前 西沢 臼井 田中（幹）
16:20 伊藤（駿） 関口

E２ （J）4,3級 （J）７,6,5級 （J）4,3級 （J）７,6,5級 （J）4,3級 （J）2,1級 （J）4,3級 （J）７,6,5級 （J）4,3級 （J）2,1級 （J）2,1級 （J）S1
ジュニア 関口 西沢 宮沢 関口 田中（和） 伊藤（駿） 池本 西沢 土屋 竹前 中村 臼井

16:３0～ 臼井 宮沢 田中（和） 伊藤（駿） 松岡 0 松岡 関口 16:３0～ 西沢 中垣内 伊藤（駿） 田中（幹）
17:20 臼井 17:20 宮沢

Ｅ3 （J）4,3級 （J）2,1級 （J）2,1級 （J）S1 （J）4,3級 （J）2,1級 （J）2,1級 （J）S1 中級 上級 （J）S２ 上級
ジュニア 臼井 伊藤（壮） 臼井 田中（和） 西沢 田中（和） 西沢 伊藤（駿） 中垣内 竹前 伊藤（駿） 臼井

17:30～ 宮沢 西沢 池本 宮沢 松岡 0 関口 松岡 17:30～ 0
18:20 18:50

中級 上級 初級 中級 中級 上級 （J）S２ 初級 初級 トーナメント
中垣内 伊藤（壮） 臼井 中垣内 伊藤（駿） 臼井 臼井 西沢 浦山 池本

18:３0～ （関口） 0 関口 土屋 松岡 1９:０0～ 宮沢
19:50 20:20

初級 中級 中級 上級 初級 中級 中級 上級 中級 上級
西沢 中垣内 田中（和） 臼井 西沢 臼井 中垣内 伊藤（駿） 浦山 田中（幹）

19:55～ 関口 臼井 関口 伊藤（駿） 土屋 中村 関口 20:30～
21:15 21:50

中級 上級 上級 トーナメント 中級 上級 上級 トーナメント
西沢 臼井 中垣内 伊藤（駿） 西沢 伊藤（駿） 中垣内 臼井

21:20～ 伊藤（壮） 田中（和） 中村 関口
22:40
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