
3/23 町田メイン＜午前＞　8:30入館 3/23 町田サブ＜午前＞　8:30入館

コート

第一試合( 9:00～10:00） 福岡大大濠 ＶＳ 広島城北 神戸弘陵 ＶＳ 早稲田実業 進徳女子 ＶＳ 博多女子 京都橘 ＶＳ ※駿台学園 金蘭会 ＶＳ 関根学園 細田学園 ＶＳ 安田女子

第二試合(10:20～11:20） 土浦日大 ＶＳ 広島城北 高知 ＶＳ 早稲田実業 聖和学園 ＶＳ 博多女子 松山東雲 ＶＳ ※駿台学園 文京学院 ＶＳ 関根学園 郡山女子大 ＶＳ 安田女子

第三試合(11:40～12:40) 福岡大大濠 ＶＳ 土浦日大 神戸弘陵 ＶＳ 高知 進徳女子 ＶＳ 聖和学園 京都橘 ＶＳ 松山東雲 金蘭会 ＶＳ 文京学院 細田学園 ＶＳ 郡山女子大

3/23　町田メイン＜午後＞　13:30入館 3/23　町田サブ＜午後＞　13:30入館

コート

第一試合(14:00～15:00) 慶應義塾 ＶＳ 海星 松商学園 ＶＳ 日本学園 ※相洋 ＶＳ 大阪学芸 米沢中央 ＶＳ 豊川 ※藤村女子 ＶＳ 聖和女子 姫路女学院 ＶＳ 札幌山の手

第二試合(15:20～16:20) 東北 ＶＳ 海星 清風 ＶＳ 日本学園 旭川実業 ＶＳ 大阪学芸 下北沢成徳 ＶＳ 豊川 植草学園 ＶＳ 聖和女子 都市大塩尻 ＶＳ 札幌山の手

第三試合(17:00～18:00) 慶應義塾 ＶＳ 東北 松商学園 ＶＳ 清風 ※相洋 ＶＳ 旭川実業 米沢中央 ＶＳ 下北沢成徳 ※藤村女子 ＶＳ 植草学園 姫路女学院 ＶＳ 都市大塩尻

3/23　スカイアリーナ座間＜午前＞　8:30入館

※学校の変更あり

コート 　　〇北陸高校（福井）　　　　　→　相洋高校（神奈川）

第一試合( 9:00～10:00） 福井工大 ＶＳ 九州産業大 仙台育英 ＶＳ 天理 帝京第三 ＶＳ 尚絅学院 東海大仰星 ＶＳ 広島桜が丘 　　〇宇都宮文星女子高校（栃木）　→　駿台学園高校（東京）

第二試合(10:20～11:20） 昌平 ＶＳ 九州産業大 岐阜聖徳 ＶＳ 天理 仁愛女子 ＶＳ 尚絅学院 共栄学園 ＶＳ 広島桜が丘 　　〇鹿児島実業高校（鹿児島）　→　　横浜隼人高校（神奈川）

第三試合(11:40～12:40) 福井工大 ＶＳ 昌平 仙台育英 ＶＳ 岐阜聖徳 帝京第三 ＶＳ 仁愛女子 東海大仰星 ＶＳ 共栄学園 　　〇岡崎学園高校（愛知）　→　藤村女子高校（東京）

3/23　スカイアリーナ座間＜午後＞　13:30入館

コート

第一試合(14:00～15:00) 洛南 ＶＳ 樟南 東亜学園 ＶＳ 学館新潟 高崎建大 ＶＳ 開智 盛岡誠桜 ＶＳ 淑徳ＳＣ

第二試合(15:20～16:20) 日本航空 ＶＳ 樟南 一関修紅 ＶＳ 学館新潟 ※横浜隼人 ＶＳ 開智 三重 ＶＳ 淑徳ＳＣ

第三試合(17:00～18:00) 洛南 ＶＳ 日本航空 東亜学園 ＶＳ 一関修紅 高崎健大 ＶＳ ※横浜隼人 盛岡誠桜 ＶＳ 三重

3/23　エスフォルタアリーナ八王子＜午前＞　8:30入館

コート

第一試合( 9:00～10:00） 東海大札幌 ＶＳ 高岡第一 近大附属 ＶＳ 聖徳学園 柳川 ＶＳ とわの森三愛 羽黒 ＶＳ 大阪産業 古川学園 ＶＳ 岐阜第一 八王子実践 ＶＳ 奈良文化

第二試合(10:20～11:20） 文星芸術 ＶＳ 高岡第一 瀬戸内 ＶＳ 聖徳学園 明和県央 ＶＳ とわの森三愛 星城 ＶＳ 大阪産業 三浦学苑 ＶＳ 岐阜第一 高知 ＶＳ 奈良文化

第三試合(11:40～12:40) 東海大札幌 ＶＳ 文星芸術 近代附属 ＶＳ 瀬戸内 柳川 ＶＳ 明和県央 羽黒 ＶＳ 星城 古川学園 ＶＳ 三浦学苑 八王子実践 ＶＳ 高知

3/23　エスフォルタアリーナ八王子＜午後＞　13:30入館

コート

第一試合(14:00～15:00) 学館船橋 ＶＳ 大同大学 開智 ＶＳ 新田 駿台学園 ＶＳ 長野日大 近江 ＶＳ 金光学園 札幌大谷 ＶＳ 静岡富士見 近江 ＶＳ 中越

第二試合(15:20～16:20) 盛岡誠桜 ＶＳ 大同大学 長崎南山 ＶＳ 新田 青森山田 ＶＳ 長野日大 静清 ＶＳ 金光学園 大成女子 ＶＳ 静岡富士見 福岡工城東 ＶＳ 中越

第三試合(17:00～18:00) 学館船橋 ＶＳ 盛岡誠桜 開智 ＶＳ 長崎南山 駿台学園 ＶＳ 青森山田 近江 ＶＳ 静清 札幌大谷 ＶＳ 大成女子 近江 ＶＳ 福岡工城東
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