大会スケジュール

2015年度インカレ予選ドロー

1日目

・10月17日(土)18日(日)の2日間で行います。

選手権男子1回戦

・会場はSQ-CUBE横浜とSQ-CUBEさいたま です。

選手権女子1回戦
新人女子1回戦

・エントリーは初戦30分前、それ以外は1時間前までに必ず行ってください。

新人男子1回戦

・大会ルールはJSAのルールに則って行います。

選手権男子2回戦

・選手権決勝のみPAR11ベストオブ5ゲームズ(ノックアップは左右計5分)、他は全てPAR11ベストオブ3ゲームズ(ノックアップは左右計3分)です。
・予定時刻の表記方法について、17日は細字、18日は太字で表記してあります。

2日目

・新人はアイガードを必ず着用してください。

新人女子準決勝

・勝者レフリー、敗者マーカー制とするので、出来ない場合は責任を持って代理を立ててください。

新人男子準決勝
選手権女子準決勝
選手権男子準決勝
新人女子決勝
新人男子決勝
選手権女子決勝
選手権男子決勝

・大会を棄権する方は早めに役員までご連絡お願いします。

インカレ予選 選手権男子 横浜SQ
澤田 貴志（青山学院大学）
立野 紘平（東海大学）
萩野 友博（明治大学）

春原 陽太（明治大学）
18:00

桜沢 佑太（専修大学）

9:00

小林 周平（慶應義塾大学）

13:00

石川 星朗（順天堂大学）

高橋 晃起（日本大学）

18:00

井口 翔太（慶應義塾大学）

大橋 拓実（東京農業大学）
16:40

大井 成将（専修大学）
桑原 昂志（早稲田大学）
石川 憲介（日本大学）
鈴木 友次郎（立教大学）
金山 大飛（学習院大学）

渋谷 薫（立教大学）

13:00

奥 雄大郎（青山学院大学）

9:00

太田 知馬（早稲田大学）

18:00

小林 賢人（専修大学）

9:00

竹下 佳曜（日本大学）

13:00

佐藤 一樹（東海大学）
18:20

深澤 卓矢（早稲田大学）
16:40

中村 孝徳（日本体育大学）

小原 悠大（東京農業大学）
山田 健太（学習院大学）

早川 亘（学習院大学）

13:00

飯塚 雄太（東海大学）

9:20

黒田 雅樹（立教大学）

18:20

川田 雄貴（学習院大学）

9:20

門奈 駿介（日本大学）

13:20

初鹿野 智也（立教大学）
18:40

江角 直紀（明治大学）
16:50

坂尻 遼河（慶應義塾大学）

須藤 諒（明治大学）
柳田 裕史（立教大学）

小島 宏和（専修大学）
室井 良介（青山学院大学）

岩本 健太郎（早稲田大学）

13:20

高篠 祐也（学習院大学）

9:40

松本 亮太（専修大学）

18:40

大島 拓也（青山学院大学）
大須 郁也（東京農業大学）
久保田 佑介（早稲田大学）

13:40
10:40
19:40

20:00
10:40
14:00
10:40
20:00
17:20
20:00
10:40
14:00
11:00
20:00

宇野 雷晏（明治大学）
19:00

鈴木 武尊（日本大学）

9:40

関口 一輝（青山学院大学）

13:20

河野 宏明（順天堂大学）

9:40

風間 康宏（日本体育大学）

19:00
16:50

盛野 裕輝（学習院大学）
杉山 駿（慶應義塾大学）

10:20

柴田 迅（東京農業大学）

田辺 祐二（東海大学）

植草 倭仁（関東学院大学）

17:10
19:40

多賀 友紀（東京農業大学）

加藤 裕己（明治大学）

9:20

小日向 純昂（日本体育大学）

高橋 慶吾（日本大学）

19:40

庄司 武留（慶應義塾大学）
18:40

加藤 豪（順天堂大学）

小野 貴裕（学習院大学）

13:40
10:20

井上 亮（東海大学）
18:40

滝川 大輝（東海大学）

丸田 眞也（専修大学）

19:40
10:20

三崎 陽介（早稲田大学）

飯田 誠人（青山学院大学）

田島 大海(早稲田大学)

19:20

村田 鉄馬（順天堂大学）

小松 祐貴（慶應義塾大学）

9:20

村岡 達也（日本体育大学）

根津 勇佑（学習院大学）

13:40
10:20

金杉 昌明（日本大学）
18:20

柳川 純也（専修大学）

萩原 大貴（日本大学）

10:00

水野 清文（学習院大学）
18:20

水谷 幸太（慶應義塾大学）

酒見 万来（明治大学）

17:10
19:20

福本 康佑（学習院大学）

大宮 拓実（東京農業大学）

内田 航平（早稲田大学）

19:20

村山 優哉（東海大学）

関口 翼（慶應義塾大学）

9:00

坂井 俊之（学習院大学）

谷原 明和（立教大学）

13:40
10:00

関根 光隆（日本大学）
18:00

吉村 惇史（東京農業大学）

佐久間 将年（明治大学）

19:20
10:00

19:00
13:20
10:00
19:00

14:00
11:00
20:20

秦 啓登司（東京農業大学）

17:20

飯田 健太郎 （早稲田大学）
森永 大地（東京農業大学）

9:40

20:20
11:00

岩井 翔太郎（日本大学）
田尾 信一郎（専修大学）
斎藤 勇志（慶應義塾大学）
三浦 光陽（学習院大学）

20:20
11:00
14:00
11:20
20:20

インカレ予選 選手権女子 横浜SQ
前川 尚子（学習院大学）

西田 泉（学習院大学）

Bye

Bye
11:20

12:00

木村 日向子（東京農業大学）

佐藤 志菜乃（慶應義塾大学）
11:20

12:40

大高 梢（早稲田大学）

末吉 夏乃（専修大学）
15:20

保土田 有紀（学習院大学）

15:50
落合 美歩（慶應義塾大学）

11:20

12:40

市川 里紗（東洋英和女学院大学）

中島 桃（専修大学）
11:20

12:00

小祝 理紗子（早稲田大学）

庄司 ひめ（帝京科学大学）
11:20

12:40

西原 実代華（青山学院大学）

長谷川 歩紀（日本体育大学）

松浦 里紗（早稲田大学）

岩渕 有紗（明治大学）

Bye

Bye
11:20

12:20

二宮 茉優（東海大学）

渡邊 ひとみ（慶應義塾大学）
11:40

13:00

永島 麻友子（東京家政大学）

田中 泉澄（東京農業大学）
15:20

秋和 琴愛（学習院大学）

16:10
大崎 佑実（学習院大学）

11:40

13:00

中西 未歩（東洋英和女学院大学）

高橋 明日香（専修大学）
11:20

12:20

一ノ倉 雪乃（専修大学）

畑 さゆり（東洋英和女学院大学）
11:40

13:00

工藤 麻梨乃（青山学院大学）

渡部 愛（青山学院大学）

有竹 奈緒（早稲田大学）

伊藤 由華（東京農業大学）
13:00

Bye

平良 文香（早稲田大学）
11:40

12:20

大井 美穂（日本体育大学）

高澤 七衣（東京家政大学）
11:40

13:20

下山 有希（日本大学）

山崎 杏実（学習院大学）
15:40

阿部 里紗子（慶應義塾大学）

16:10
高木 彩也子（慶應義塾大学）

12:00

13:20

石山 美希（学習院大学）

入江 舞(早稲田大学)
11:40

12:20

原田 真由（早稲田大学）

伊藤 あきほ（明治大学）
12:00

13:20

岡田 晴（東京農業大学）

野上 遙香（学習院大学）

菅原 菜々美（学習院大学）

遠野 果歩（専修大学）

Bye

足達 美乃里（東京家政大学）

13:20
11:40

12:40

大野 朝子（早稲田大学）

橋本 美穂（東京農業大学）
12:00

13:40

宮崎 香菜（日本大学）

井口 怜紗（学習院大学）
15:40

森 彩花（東京農業大学）

16:20
轟 千織（学習院大学）

12:00

13:40

島立 聖奈（学習院大学）

川越 郁（日本大学）
11:40

12:40

石塚 麻由（東洋英和女学院大学）

大森 理乃（東京家政大学）
12:20

13:40

川尻 亜季（順天堂大学）

金子 明日雅（早稲田大学）

佐藤 あゆみ（東京家政大学）

林 知子（日本女子体育大学）
12:20

13:40

河村 萌（慶應義塾大学）

松田 詩浦子（東洋英和女学院大学）
12:00

12:40

加藤 和希（日本女子大学）

鑪迫 玖実（日本大学）
12:20

14:00

中野目 麻衣（日本女子体育大学）

中村 聡見（明治大学）
15:50

河野 有沙（専修大学）

16:20
湯澤 みなみ（東京農業大学）

12:20

14:00

長谷川 楓（東京農業大学）

堀内 彩加（日本大学）
12:00

入之内 瑞帆（東洋英和女学院大学）

12:40
片山 紗代（明治大学）

12:40
小室 あやか（東海大学）

14:00
長手 万浦（学習院大学）

インカレ予選 新人男子 横浜SQ
真喜屋 遥樹（慶應義塾大学）

蔦原 陽平（明治大学）

Bye

飯塚 健太（東京経済大学）

15:00
10:00

10:40

富岡 大智（明治大学）

石上 泰成（専修大学）
14:00

15:20

佐々木 尚之（立教大学）

鈴木 修平（学習院大学）
14:40

竹下 祐太朗（東京農業大学）

15:00
高村 一守（東京農業大学）

14:20

15:20

村上 壮（東海大学）

小松 泰平（明治大学）
10:00

10:40

森田 卓実（専修大学）

河口 拓渡（立教大学）
14:20

15:20

竹田 圭佑（立教大学）

金子 宗司（日本体育大学）

神垣 圭吾（明治大学）

吉澤 龍一（青山学院大学）
15:20

Bye

加藤 真暉（明治大学）
10:20

11:00

橋口 大輝（早稲田大学）

田中 智大（早稲田大学）
14:20

15:40

佐藤 克哉（東海大学）

新井 翔太（慶應義塾大学）
15:00

浅見 久遠（学習院大学）

15:20
田中 寛人（日本大学）

14:20

15:40

城田 悠樹（明治大学）

今泉 翔（慶應義塾大学）
10:20

11:00

小川 雅之（立教大学）

阿部 耀介（東京農業大学）
14:40

15:40

佐藤 泰輝（慶應義塾大学）

多田 直樹（明治大学）

本古谷 啓太（専修大学）

岡田 龍弥（明治大学）
15:40

Bye

高橋 浩太朗（東京農業大学）
10:20

11:00

大平 駿（明治大学）

佐久間 矩仁（日本大学）
14:40

16:00

大澤 由寛（青山学院大学）

加藤 康太朗（学習院大学）
15:00

濱 拓樹（慶應義塾大学）

15:20
西川 秀哉（慶應義塾大学）

14:40

16:00

長谷川 茂幸（明治大学）

小関 浩平（東海大学）
10:20

11:00

守屋 智史（立教大学）

矢嶋 琢也（明治大学）
14:40

16:00

竹内 秀晴（青山学院大学）

藤原 禎也（日本体育大学）

笹倉 勇治（明治大学）
Bye
10:40
坂本 空（東海大学）
15:00
中根 悠貴（東京農業大学）
15:00
田中 陽平（明治大学）
15:00
和田 尚也（東京農業大学）
10:40
中村 亮太郎（青山学院大学）
15:00
松野 隼人（早稲田大学）

インカレ予選 新人女子 横浜SQ
小林 瑛美（明治大学）

矢引 真理奈（慶應義塾大学）
9:00

9:40

松崎 未央（早稲田大学）

萩沢 咲（日本大学）
16:00

17:00

大谷 いぶき（東京農業大学）

加藤 優希（青山学院大学）
14:20

柳瀬 真菜（日本大学）

14:40
宮倉 瞳（学習院大学）

16:20

17:20

宮崎 リサ（立教大学）

佐藤 優灯（東京農業大学）
9:00

9:40

佐藤 楓（東京農業大学）

安部 加奈子（明治大学）
16:20

17:20

金井 萌花（早稲田大学）

寺嶋 瑞季（東洋英和女学院大学）

林 真理（東京農業大学）

高屋 美月（日本女子体育大学）
9:00

9:40

青山 美里（東京家政大学）

加藤 早紀子（日本大学）
16:20

17:20

岡田 梨菜（明治大学）

石射 佳奈（東海大学）
14:20

長谷川 采香（日本女子体育大学）

14:40
清水 美悠（明治大学）

16:20

17:20

梯 麻衣（東京農業大学）

加登 愛梨（東京農業大学）
9:00

9:40

秋田 京香（東洋英和女学院大学）

飯嶋 梓（東洋英和女学院大学）
16:40

17:40

東田 友香（明治大学）

大竹 聡美（学習院大学）

鹿園 菜々子（東京農業大学）

河野 みすず（学習院大学）
9:20

10:00

君島 雛子（明治大学）

山本 茜（早稲田大学）
16:40

17:40

呉 知珉（学習院大学）

角田 菜々（慶應義塾大学）
14:20

柿澤 友梨恵（東京農業大学）

14:40
雫石 麻央（明治大学）

16:40

17:40

大浦 万里愛（青山学院大学）

倉持 佐有理（慶應義塾大学）
9:20

10:00

前田 梨沙（立教大学）

今村 果菜（立教大学）
16:40

17:40

武安 真由子（学習院大学）

伴 彩奈（東京農業大学）

中満 陽美（慶應義塾大学）
9:20
原口 舞由子（明治大学）
17:00
吉田 有里加（学習院大学）
14:20
飾森 順子（学習院大学）
17:00
松永 啓奈（明治大学）
9:20
内山 絵理（東京農業大学）
17:00
稲田 小夜子（立教大学）

インカレ予選 選手権男子 さいたまSQ
瀬間 竜太郎（東京経済大学）

仲田 大輝（日本体育大学）
18:00

19:20

北見 舜（日本体育大学）

谷口 剛樹（青山学院大学）
9:00

10:00

大宮 直也（青山学院大学）

八木澤 智史（学習院大学）

13:00

13:40
加々美 泰成（東海大学）

齊藤 輝也（東京農業大学）

10:00
18:00

三澤 謙一（慶應義塾大学）

森山 耕史（早稲田大学）

19:20
16:50

高島 京平（日本体育大学）

木暮 健人（順天堂大学）
17:20
戸川 将（専修大学）

18:20

19:40

蔵本 直毅（早稲田大学）

安原 一輝（早稲田大学）
9:00

10:20

神崎 光太郎（東京農業大学）

鈴木 健太（日本大学）
13:20

14:00

永島 竜太（青山学院大学）

白鳥 力（青山学院大学）
9:00

10:20

永山 雄暉（明治大学）

内田 駿（学習院大学）
18:20

19:40

渡邉 奨太（順天堂大学）

河岸 佑治（目白大学）

堀内 健人（東海大学）

油谷 一輝（学習院大学）
18:20

19:40

高野 寛介（早稲田大学）

竹内 健太（明治大学）
9:20

10:20

岩下 功征（東京農業大学）

中根 駿（日本大学）

13:20

14:00
野口 雅浩（東京農業大学）

マイヤーズ元紀（学習院大学）

10:40
18:40

森田 勇輝（慶應義塾大学）

田中 冬眞（日本体育大学）

20:00
17:00

五十嵐 祐輔（日本大学）

菊池 康太郎（早稲田大学）
17:30
堤 翔梧（東海大学）

18:40

20:00

村永 拓哉（早稲田大学）

槇 洸介（専修大学）
9:20

10:40

谷藤 宰（学習院大学）

田中 郁也（日本体育大学）
13:20

14:00

福原 優也（日本体育大学）

織田 真輝（東京農業大学）
9:20

10:40

荻野 浩太郎（東京農業大学）

大木 祐人（青山学院大学）
18:40

20:00

柳原 克也（明治大学）

桑野 凌介（早稲田大学）

金子 竜也（明治大学）

長町 泰地（日本体育大学）
19:00

20:20

渡邉 知久（専修大学）

山田 裕也（東海大学）
9:40

11:00

湧口 徹（東海大学）

白石 和也（明治大学）

13:40

14:20

香田 健太郎（早稲田大学）

荒古 龍一（早稲田大学）
9:40

森 雄一郎（慶應義塾大学）

11:00
東 篤志（慶應義塾大学）

19:00

20:20

外山 武鉄（学習院大学）
17:00
河野 航大（順天堂大学）

古賀 涼（東京農業大学）
17:30
三宅 祥太（早稲田大学）

19:00

20:20

堀部 大輔（明治大学）

神野 光貴（東京農業大学）
9:40

11:00

江端 圭亮（早稲田大学）

堀 圭輔（東海大学）
13:40

前木 遥（学習院大学）

14:20
内田 滉人（立教大学）

10:00

11:20

大谷 一真（東海大学）

栗崎 遼平（日本大学）
19:20

森 和史（工業SQ）

20:40
山田 眞徳（学習院大学）

インカレ予選 選手権女子 さいたまSQ
佐藤 千滉（日本体育大学）

丸山 咲（学習院大学）

Bye

武藤 美晴（東洋英和女学院大学）

12:20
12:00

12:40

村上 由樹（日本女子体育大学）

髙橋 祥子（東京家政大学）
11:20

12:40

岡本 麗美（東海大学）

田中 円（東京農業大学）
16:00

太田 朝希（明治大学）

16:30
若林 幸郁（日本体育大学）

11:20

12:40

鈴木 亜実（専修大学）

蛯谷 遥（学習院大学）
12:00

12:40

則武 美怜（東京家政大学）

堀内 麻由（東洋英和女学院大学）
11:40

12:40

石田 麻緒（学習院大学）

福永 稚菜（早稲田大学）

中山 美里（東京農業大学）

長山 菜摘（学習院大学）

Bye

越山 未菜（日本体育大学）

13:00
12:20

13:00

飛川 七瀬（学習院大学）

山下 実希子（東京家政大学）
11:40

13:00

齊藤 玲衣（東海大学）

中本 景子（青山学院大学）
16:00

押切 玲奈（早稲田大学）

16:30
定久 優美（早稲田大学）

11:40

13:00

明井 志帆（専修大学）

五十嵐 彩美（日本大学）
12:20

13:00

山口 恵奈（学習院大学）

上條 晴香（日本体育大学）
12:00

13:20

千葉 あすか（明治大学）

古川 望（東京農業大学）

高實 梓（早稲田大学）
12:00
畑中 琴絵（東京農業大学）
12:20
柳澤 理恵（学習院大学）
12:00
佐々木 優海（東海大学）
16:20
神谷 葵（学習院大学）
12:20
三原 麻実子（東京家政大学）
12:40
深田 薫（専修大学）
12:20
渡邊 そら（順天堂大学）

インカレ予選 新人男子 さいたまSQ
金澤 祐治（日本体育大学）

島田 健太郎（慶應義塾大学）

Bye

Bye
10:20

11:20

柴田 倖輝（青山学院大学）

熱田 大晟（日本大学）
13:20

14:40

清遠 翔太（早稲田大学）

上家 秀都（専修大学）
15:20

高橋 空悟（早稲田大学）

15:40
佐久間 元夢（青山学院大学）

13:20

14:40

中口 和樹（明治大学）

辻野 太豪（専修大学）
10:40

11:20

柴田 崇弘（慶應義塾大学）

奥田 和徳（早稲田大学）
13:40

15:00

川部 信太（専修大学）

石田 勝理（東海大学）

小森 健太郎（早稲田大学）

山城 太裕（東京農業大学）

Bye

Bye
10:40

11:40

岡村 知裕（東京農業大学）

久保田 優（東海大学）
13:40

15:00

末廣 智哉（青山学院大学）

萩原 裕貴（明治大学）
15:20

久津美 康平（慶應義塾大学）

15:40
大村 昌生（学習院大学）

13:40

15:00

柴山 庸平（東海大学）

半澤 泰斗（東京農業大学）
10:40

11:40

工藤 真純（青山学院大学）

高見 一生（早稲田大学）
14:00

15:20

木村 健吾（明治大学）

池内 哲（専修大学）

水上 敏行（東海大学）

舟岡 大智（東京農業大学）
15:20

Bye

丸山 達也（工業SQ）
11:00

11:40

渡邊 涼太（東京農業大学）

古賀 祥郁（学習院大学）
14:00

15:20

小野寺 拳（明治大学）

北原 英朗（早稲田大学）
15:20

伊藤 太一（日本大学）

16:00
田沼 瑞基（専修大学）

14:00

15:40

前嶋 拓斗（東海大学）

菅沼 亮平（東京農業大学）
11:00

12:00

奈良越 直輝（工業SQ）

藤原 佑太（青山学院大学）
14:20

15:40

青山 僚希（東京農業大学）

島田 智大（東海大学）

塙 和輝（東京農業大学）
Bye
11:00
稲 義美（東海大学）
14:20
岩田 大輝（早稲田大学）
15:40
植木 崇（東海大学）
14:20
大庭 正騎（青山学院大学）
11:20
桑原 亘基（学習院大学）
14:40
和田 広毅（日本大学）

インカレ予選 新人女子 さいたまSQ
一瀬 真穂（立教大学）

武井 澪奈（日本体育大学）
9:00

9:40

日高 佳穂（東京農業大学）

河田 尚子（早稲田大学）
15:40

17:00

金 炯珠（明治大学）

堤 陽香（日本大学）
14:20

内藤 衣美（東京家政大学）

15:00
木下 英恵（学習院大学）

16:00

17:20

西村 友里（日本大学）

安藤 果那子（立教大学）
9:00

10:00

橋口 ゆり（東京農業大学）

大曽根 咲希（東京農業大学）
16:00

17:20

寺島 恵里香（早稲田大学）

板倉 由季（東洋英和女学院大学）

畠中 ひかり（慶應義塾大学）

佐久間 一華（東海大学）
9:00

10:00

森 智佳子（明治大学）

塩崎ももこ（東洋英和女学院大学）
16:00

17:20

鵜飼 史織（立教大学）

山田 千裕（青山学院大学）
14:40

田中 彩（日本大学）

15:00
峰澤 亜咲実（東京農業大学）

16:20

17:40

廣川 朋奈（東京農業大学）

色部 衣代（日本大学）
9:20

10:00

Bye

松井 華子（明治大学）
16:20

17:40

笹井 美優（早稲田大学）

森 陽花（青山学院大学）

有働 奈菜（明治大学）

小松 明日香（専修大学）
9:20

10:20

坂部 愛香（早稲田大学）

原 珠希（学習院大学）
16:20

17:40

高部 恵美（立教大学）

阿川 明日香（東京農業大学）
14:40

松永 理菜（専修大学）

15:00
松永 桃花（青山学院大学）

16:40

18:00

蓮田 奈津子（明治大学）

高橋 咲子（東京農業大学）
9:20

10:20

林 真由（東京農業大学）

Bye
16:40

山口 由貴（学習院大学）

笹岡 里緒菜（学習院大学）

残間 千遥（学習院大学）
9:40
岩澤 茉優（東洋英和女学院大学）
16:40
岡田 千佳（東京農業大学）
14:40
半田 明与（東京農業大学）
17:00
佐藤 琴音（立教大学）
9:40
横山 怜香（青山学院大学）
17:00
古渡 彩乃（明治大学）

