
種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 9:45 少年① 江戸川区A VS 江東区
2 10:00 ～ 10:45 少年② 江戸川区B VS 足立区
3 11:00 ～ 11:30
4 12:00 ～ 13:20 一般① 江東区 VS 墨田区
5 13:50 ～ 15:10 一般② 足立区 VS 葛飾区

種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 10:05 中学① 江東区 VS 足立区
2 10:30 ～ 11:35 中学② 墨田区 VS 葛飾区 江東区 足立区
3 12:00 ～ 13:05 中学③ 江戸川区 VS 江東区 墨田区 葛飾区
4 13:30 ～ 14:15 少年③ 葛飾区 VS 江戸川区A
5 14:30 ～ 15:15 少年④ 墨田区 VS 江戸川区B
6 15:30 ～ 16:15 少年⑤ 江東区 VS 葛飾区
7 16:30 ～ 17:15 少年⑥ 足立区 VS 墨田区

種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 9:45 少女① 江戸川区 VS 葛飾区 江東区 足立区
2 10:00 ～ 10:45 少女② 江東区 VS 足立区
3 11:00 ～ 11:55 女子① 江戸川区 VS 江東区 墨田区 足立区
4 12:10 ～ 13:05 女子② 墨田区 VS 足立区
5 13:20 ～ 14:05 壮年40① 江戸川区40 VS 足立区40 江東区40 葛飾区40
6 14:20 ～ 15:05 壮年40② 江東区40 VS 葛飾区40 江戸川区40 足立区40
7 15:20 ～ 16:05 壮年50① 江戸川区50 VS 足立区50 江東区50 墨田区50
8 16:20 ～ 17:05 壮年50② 江東区50 VS 墨田区50 江戸川区50 足立区50

種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 10:45 少年⑦ 江戸川区A VS 足立区 墨田区 江東区
2 10:10 ～ 10:55 少年⑧ 墨田区 VS 江東区 江戸川区 足立区
3 11:20 ～ 12:40 一般③ 江戸川区 VS 江東区
4 13:10 ～ 14:15 中学④ 江戸川区 VS 葛飾区 主催区派遣審判 江東区・墨田区
5 14:40 ～ 15:45 中学⑤ 江東区 VS 墨田区 主催区派遣審判 江戸川区・葛飾区

種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 9:45 少女③ 墨田区 VS 江戸川区 葛飾区 江東区
2 10:00 ～ 10:45 少女④ 葛飾区 VS 江東区
3 11:00 ～ 11:45 少女⑤ 足立区 VS 墨田区
4 12:00 ～ 12:45 少女⑥ 江戸川区 VS 江東区 足立区 墨田区
5 13:00 ～ 13:55 女子③ 葛飾区 VS 江戸川区 江東区 墨田区
6 14:10 ～ 15:05 女子④ 江東区 VS 墨田区
7 15:20 ～ 16:15 女子⑤ 足立区 VS 葛飾区
8 16:30 ～ 17:25 女子⑥ 江戸川区 VS 墨田区 足立区 葛飾区

種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 9:45 壮年40③ 墨田区40 VS 江戸川区40 足立区40 江東区40
2 10:00 ～ 10:45 壮年40④ 足立区40 VS 江東区40 墨田区40 江戸川区40
3 11:00 ～ 11:45 壮年40⑤ 葛飾区40 VS 墨田区40 江戸川区40 江東区40
4 12:00 ～ 12:45 壮年40⑥ 江戸川区40 VS 江東区40 葛飾区40 墨田区40
5 13:00 ～ 13:45 壮年50③ 葛飾区50 VS 江戸川区50 足立区50 江東区50
6 14:00 ～ 14:45 壮年50④ 足立区50 VS 江東区50 葛飾区50 江戸川区50
7 15:00 ～ 15:45 壮年50⑤ 墨田区50 VS 葛飾区50 江戸川区50 江東区50
8 16:00 ～ 16:45 壮年50⑥ 江戸川区50 VS 江東区50 墨田区50 葛飾区50

種目 審判 備考
1 9:00 ～ 9:45 少年⑨ 江戸川区A VS 墨田区 委員会派遣審判 三位決定戦
2 10:10 ～ 11:30 一般④ 江東区 VS 葛飾区 委員会派遣審判 三位決定戦
3 12:00 ～ 12:45 少年⑩ 足立区 VS 江東区 委員会派遣審判 決勝
4 13:30 ～ 14:50 一般⑤ 江戸川区 VS 足立区 委員会派遣審判 決勝
5 15:00 ～ 15:30

種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 9:45 少女⑦ 葛飾区 VS 足立区
2 10:00 ～ 10:45 少女⑧ 江東区 VS 墨田区
3 11:00 ～ 11:45 少女⑨ 足立区 VS 江戸川区 墨田区 葛飾区
4 12:00 ～ 12:45 少女⑩ 墨田区 VS 葛飾区
5 13:00 ～ 13:55 女子⑦ 江東区 VS 足立区
6 14:10 ～ 15:05 女子⑧ 墨田区 VS 葛飾区
7 15:20 ～ 16:15 女子⑨ 足立区 VS 江戸川区 葛飾区 江東区
8 16:30 ～ 17:25 女子⑩ 葛飾区 VS 江東区

種目 主審・四審 副審
1 9:00 ～ 9:45 壮年40⑦ 足立区40 VS 葛飾区40 江東区40 墨田区40
2 10:00 ～ 10:45 壮年40⑧ 江東区40 VS 墨田区40 足立区40 葛飾区40
3 11:00 ～ 11:45 壮年40⑨ 葛飾区40 VS 江戸川区40 墨田区40 足立区40
4 12:00 ～ 12:45 壮年40⑩ 墨田区40 VS 足立区40 葛飾区40 江戸川区40
5 13:00 ～ 13:45 壮年50⑦ 足立区50 VS 墨田区50 江東区50 葛飾区50
6 14:00 ～ 14:45 壮年50⑧ 江東区50 VS 葛飾区50 足立区50 墨田区50
7 15:00 ～ 15:45 壮年50⑨ 墨田区50 VS 江戸川区50 葛飾区50 足立区50
8 16:00 ～ 16:45 壮年50⑩ 葛飾区50 VS 足立区50 墨田区50 江戸川区50
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