
※男子の部  Ａグループ   　　　　　　　　　　　　　　                　

高洲ホープス Progressジュニア 鎌ヶ谷ジュニア 市川ジュニア 勝敗 順位

高洲ホープス 1 30 52

Progressジュニア 53 31

鎌ヶ谷ジュニア 2

市川ジュニア

※男子の部　Ｂグループ①　　　　　　 　　              　　

流山ジュニア 大森ジュニア シャトル桜木 勝敗 順位

流山ジュニア 5 51

大森ジュニア 29

シャトル桜木

※男子の部　Ｂグループ②　　 　　              　　

スリーセブンJr市川ジュニア 野田中根ジュニア 勝敗 順位

スリーセブンJr 6 49

市川ジュニア 27

野田中根ジュニア

※男子の部　Ｃグループ　　 　　              　　

栗ヶ沢ジュニア 船橋ジュニア 八千代ジュニア 勝敗 順位

栗ヶ沢ジュニア 9 47

船橋ジュニア 25

八千代ジュニア
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※女子の部  Ａグループ①   　　　　　　　　　　　　　　                　

流山ジュニア 大森ジュニア 野田中根ジュニア 鎌ヶ谷ジュニア 勝敗 順位

流山ジュニア 3 32 54

大森ジュニア 55 33

野田中根ジュニア 4

鎌ヶ谷ジュニア

※女子の部  Ａグループ② 　　　　　　　　　　　　　　                　

柏南部ジュニア Progressジュニア 市川ジュニア 高洲ホープス 勝敗 順位

柏南部ジュニア 12 34 56

Progressジュニア 57 35

市川ジュニア 13

高洲ホープス

※女子の部  Ｂグループ①　　　　　　　                　

スリーセブンJr大森ジュニア シャトル桜木 松戸六実ジュニア 勝敗 順位

スリーセブンJr 16 38 60

大森ジュニア 61 39

シャトル桜木 17

松戸六実ジュニア

※女子の部  Ｂグループ②　　　　　　　　                　

鎌ヶ谷ジュニア Progressジュニア 野田中根ジュニア 勝敗 順位

鎌ヶ谷ジュニア 10 50

Progressジュニア 28

野田中根ジュニア
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※女子の部  Ｃグループ①　　　　　　　　　　　　                　

船橋ジュニアＡ 八千代ジュニア 栗ヶ沢ジュニア 勝敗 順位

船橋ジュニアＡ 11 45

八千代ジュニア 23

栗ヶ沢ジュニア

※女子の部  Ｃグループ②　　　　　　　　　                　

シャトル桜木 スリーセブンJr流山ジュニア 船橋ジュニアＢ 勝敗 順位

シャトル桜木 18 40 62

スリーセブンJr 63 41

流山ジュニア 19

船橋ジュニアＢ

※女子の部  Ｃグループ③ 　　　　　　　　　　　　　　                　

我孫子ジュニア 鎌ヶ谷ジュニア 松戸六実ジュニア 大森ジュニア 勝敗 順位

我孫子ジュニア 20 42 64

鎌ヶ谷ジュニア 65 43

松戸六実ジュニア 21

大森ジュニア

※混合の部  Ａグループ 　　　　　　　　　　　　　　                　

シャトル桜木 スリーセブンJr 勝敗 順位

シャトル桜木 22

スリーセブンJr
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※混合の部  Ｂグループ 　　　　　　　　　　　　　　                　

松戸六実ジュニア 流山ジュニア 船橋ジュニア 柏南部ジュニア 勝敗 順位

松戸六実ジュニア 14 36 58

流山ジュニア 59 37

船橋ジュニア 15

柏南部ジュニア

※混合の部  Ｃグループ①

BunBunＳＰ 高洲ホープス 我孫子ジュニア 勝敗 順位

BunBunＳＰ 7 48

高洲ホープス 26

我孫子ジュニア

※混合の部  Ｃグループ②

市川ジュニア 野田中根ジュニア Progressジュニア 勝敗 順位

市川ジュニア 8 46

野田中根ジュニア 24

Progressジュニア

《交 流 試 合》

試合NO グループ チーム名 － グループ チーム名

44 混合Ａ [シャトル桜木] － 混合Ａ [ ｽﾘｰｾﾌﾞﾝJr ]

66 女子C①-1位 [　　　　　　　　] － 混合C②-1位 [　　　　　　　　]

67 女子C①-2位 [　　　　　　　　] － 混合C②-2位 [　　　　　　　　]

68 女子C①-3位 [　　　　　　　　] － 混合C②-3位 [　　　　　　　　]

69 男子C-1位 [　　　　　　　　] － 混合C①-1位 [　　　　　　　　]

70 男子C-2位 [　　　　　　　　] － 混合C①-2位 [　　　　　　　　]

71 男子C-3位 [　　　　　　　　] － 混合C①-3位 [　　　　　　　　]

72 男子B②-2位 [　　　　　　　　] － 女子B②-1位 [　　　　　　　　]

73 男子B②-3位 [　　　　　　　　] － 女子B②-3位 [　　　　　　　　]

74 男子B①-1位 [　　　　　　　　] － 女子A②-1位 [　　　　　　　　]

75 男子B①-2位 [　　　　　　　　] － 男子B②-1位 [　　　　　　　　]

76 男子B①-3位 [　　　　　　　　] － 女子B②-2位 [　　　　　　　　]

77 混合Ａ [シャトル桜木] － 女子A①-1位 [　　　　　　　　]

78 混合Ａ [ ｽﾘｰｾﾌﾞﾝJr ] － 男子A-1位 [　　　　　　　　]

7


