
時間
10:00

～

～

～

～

～

～

～

時間 5コート 1コート 2コート

10:30～
12:30

男子　1 女子　1 女子 2

12:30～
14:30

男子　2 女子　3 女子　4

10コート 11コート

14:30～
16:30

男子　3 女子　5 女子　6

3コート 4コート 6コート 7コート 8コート 9コート 12コート

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

交流13

37 38 39 交流1 交流2 交流3

交流14 交流15

交流4 交流5 交流6

交流19 交流20 交流22

交流10 交流11

* 流し込み方式

交流12

交流21

交流7 交流8 交流9

千葉県団体戦

タイムテーブル

第33回若葉カップ千葉県予選会
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※Ａチームが試合番号「３」で負けた場合は、１試合のみになるため、
　試合番号「４」の勝者と対戦する（試合番号「６」）
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Ｃ

Ａ Ｂ

女子の部

1Ａ

2017.5.28 　　　　千葉県総合スポーツセンター体育館

第32回 若葉カップ全国小学生バドミントン大会　組合せ

男子の部 5コート

Ｃ 勝・負

Ｂ

3

2

若葉カップ予選会の組合せにつきましては、当日、参加チーム代表者による抽選会にて

決定いたします。

代表者の方は、8：30に役員入場入口にお集まりくださいますよう、お願いいたします。

【エントリーチーム】

男子：高洲ホープス、スリーセブンJr.、流山ジュニア
女子：高洲ホープス、シャトル桜木、野田中根ジュニア、鎌ヶ谷ジュニア、流山ジュニア
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※男子の部  ①グループ   　　　　　　　　　　　　　　                　

市原ジュニア Progress.Jr 市川ジュニア 野田中根ｼﾞｭﾆｱ 勝敗 順位

市原ジュニア 1   27 14

Progress.Jr 15 28

市川ジュニア 2

野田中根ｼﾞｭﾆｱ

※男子の部　②グループ　　　　　　 　　              　　

シャトル桜木 船橋ジュニア 野田中根ｼﾞｭﾆｱ 流山ｼﾞｭﾆｱ 勝敗 順位

シャトル桜木 3 29 16

船橋ジュニア 17 30

野田中根ｼﾞｭﾆｱ 4

流山ｼﾞｭﾆｱ

※女子の部　①グループ 　　                              　

市原ジュニア Progress Jr 大森ジュニア 勝敗 順位

市原ｼﾞｭﾆｱ 5 31

Progress Jr 18

大森ジュニア

※女子の部　②グループ 　　                              　

船橋ジュニア 市川ジュニア 鎌ヶ谷ジュニア スリーセブン Jr 勝敗 順位

船橋ジュニア 6 32 19

市川ジュニア 20 33

鎌ヶ谷ジュニア 7

スリーセブンJr

千葉県団体戦大会
千葉県総合スポーツセンター体育館
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※女子の部　③グループ 　　                              　

高洲ホープス Progress Jr 船橋ジュニア 勝敗 順位

高洲ホープス 8 34

Progress Jr 21

船橋ジュニア

※女子の部  ④グループ   　　　　　　　　　　　　　　                　

松戸六実ｼﾞｭﾆｱ 野田中根ｼﾞｭﾆｱ 鎌ヶ谷ジュニア 流山ジュニア 勝敗 順位

松戸六実ｼﾞｭﾆｱ 9 35 22

野田中根ｼﾞｭﾆｱ 23 36

鎌ヶ谷ジュニア 10

流山ジュニア

※混合の部　①グループ 　　                              　

市川ジュニア 大森ジュニア 松戸六実ｼﾞｭﾆｱ 勝敗 順位

市川ジュニア 11 37

大森ジュニア 24

松戸六実ｼﾞｭﾆｱ

シャトル桜木 スリーセブン Jr① 鎌ヶ谷ジュニア 勝敗 順位

シャトル桜木 12 38

スリーセブン Jr① 25

鎌ヶ谷ジュニア

八千代ジュニア スリーセブン Jr② 大森ジュニア 勝敗 順位

八千代ジュニア 13 39

スリーセブン Jr② 26

大森ジュニア

※混合の部　②グループ 　　                              　

※混合の部　③グループ 　　                              　
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《交 流 試 合》

交流1 男子①1位 [　　　　　　　　　] －

交流2 男子①2位 [　　　　　　　　　] －

交流3 男子①3位 [　　　　　　　　　] －

交流4 男子①4位 [　　　　　　　　　] －

交流5 男子②2位 [　　　　　　　　　] －

交流6 男子②3位 [　　　　　　　　　] －

交流7 男子②4位 [　　　　　　　　　] －

交流8 女子③3位 [　　　　　　　　　] －

交流9 混合①1位 [　　　　　　　　　] －

交流10 混合①2位 [　　　　　　　　　] －

交流11 混合①3位 [　　　　　　　　　] －

交流12 女子④2位 [　　　　　　　　　] －

交流13 女子④3位 [　　　　　　　　　] －

交流14 女子④4位 [　　　　　　　　　] －

交流15 女子①1位 [　　　　　　　　　] －

交流16 女子①2位 [　　　　　　　　　] －

交流17 女子①3位 [　　　　　　　　　] －

交流18 女子②3位 [　　　　　　　　　] －

交流19 女子③2位 [　　　　　　　　　] －

交流20 女子③3位 [　　　　　　　　　] －

交流21 混合②1位 [　　　　　　　　　] －

交流22 混合②2位 [　　　　　　　　　] －

交流23 混合②3位 [　　　　　　　　　] －

混合③2位　　[　　　　　　　　　]

混合③3位　　[　　　　　　　　　]

女子②2位　　[　　　　　　　　　]

混合①1位　　[　　　　　　　　　]

女子③1位　　[　　　　　　　　　]

混合①2位　　[　　　　　　　　　]

混合①3位　　[　　　　　　　　　]

混合③1位　　[　　　　　　　　　]

混合②2位　　[　　　　　　　　　]

混合②3位　　[　　　　　　　　　]

混合③1位　　[　　　　　　　　　]

混合③2位　　[　　　　　　　　　]

混合③3位　　[　　　　　　　　　]

女子②1位　　[　　　　　　　　　]

女子①1位　　[　　　　　　　　　]

女子①2位　　[　　　　　　　　　]

混合②1位　　[　　　　　　　　　]

女子③1位　　[　　　　　　　　　]

女子③2位　　[　　　　　　　　　]

男子②1位　　[　　　　　　　　　]

女子②4位　　[　　　　　　　　　]

女子①3位　　[　　　　　　　　　]

女子④1位　　[　　　　　　　　　]
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