
No. 時間/コート １コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート

WDF-A-1 WDF-B-1 WDF-C-1 WDF-D-1 WDC-B-1 WDC-C-1 WDC-D-1 WDC-E-1 WDC-F-1
今井・原 佐藤・井上 夏山・藤原 今村・任 三宅・伊藤 高橋・小西 渡辺・中西 山田・小田 梅原・赤岩

(耀) (ラズベリー) (ラズベリー) (南教室･港南教室) (さかえスポーツくらぶ) (港南教室) (さつき台バドミントンクラブ) (スプラウト) (港南教室)
加賀原・佐藤 平井・平井 榎本・黒澤 津村・大竹 富岡・若月 若月・高田 権正・大峰 城岡・松井 望月・逸見

(虹の会) (ひらりん) (かわうそクラブ) (ラズベリー) (シャトルズ) (フリー) (さかえスポーツくらぶ) (かわうそクラブ) (ぱっちわーく)

WDF-A-2 WDF-B-2 WDF-C-2 WDF-D-2 WDC-B-2 WDC-C-2 WDC-D-2 WDC-E-2 WDC-F-2
加賀原・佐藤 平井・平井 榎本・黒澤 津村・大竹 富岡・若月 若月・高田 権正・大峰 城岡・松井 望月・逸見

(虹の会) (ひらりん) (かわうそクラブ) (ラズベリー) (シャトルズ) (フリー) (さかえスポーツくらぶ) (かわうそクラブ) (ぱっちわーく)

永宮・秋山 佐藤・佐藤 森・太田 笠原・敷島 池田・鈴木 吉成・鎮西 宮原・粟冠 河野・安部 金子・外舘
(とんぼクラブ) (とんぼクラブ) (港南教室) (かわうそクラブ) (森クラブ) (フリー･わかば) (ぱっちわーく) (クロッキーズ) (かわうそクラブ)

WDF-A-3 WDF-B-3 WDF-C-3 WDF-D-3 WDC-B-3 WDC-C-3 WDC-D-3 WDC-E-3 WDC-F-3
今井・原 佐藤・井上 夏山・藤原 今村・任 三宅・伊藤 高橋・小西 渡辺・中西 山田・小田 梅原・赤岩

(耀) (ラズベリー) (ラズベリー) (南教室･港南教室) (さかえスポーツくらぶ) (港南教室) (さつき台バドミントンクラブ) (スプラウト) (港南教室)
永宮・秋山 佐藤・佐藤 森・太田 笠原・敷島 池田・鈴木 吉成・鎮西 宮原・粟冠 河野・安部 金子・外舘
(とんぼクラブ) (とんぼクラブ) (港南教室) (かわうそクラブ) (森クラブ) (フリー･わかば) (ぱっちわーく) (クロッキーズ) (かわうそクラブ)

WDC-A-1 WDB-A-1 WDB-B-1 WDB-C-1 WDB-D-1 WDB-E-1 WDB-F-1 WDB-G-1 WDB-H-1
黒澤・滝川 箭内・大塚 平林・五十嵐 安藤・中村 猪狩・二木 京橋・丸岡 田岡・佐川 中嶌・内島 島崎・田中
(粟田･ファミリー) (どようくらぶ) (ＭＢＣ) (上小) (サクラ･いちょう) (ファイン) (たまひよ) (耀) (ファイン)
熊坂・飯田 安藤・菊谷 小野原・山田 小林・森田 田中・七田 大橋・前村 菊谷・杉谷 山下・冨田 岩泉・深川
(チェリー) (シャトルズ) (耀) (シャトルズ) (ウィッシュ) (だっくす･ＲＩＢＢＯＮ) () (ぱっちわーく) (ファミリー)

WDC-A-2 WDB-A-2 WDB-B-2 WDB-C-2 WDB-D-2 WDB-E-2 WDB-F-2 WDB-G-2 WDB-H-2
原田・金田 柴田・茂木 小野原・山田 小林・森田 田中・七田 大橋・前村 菊谷・杉谷 山下・冨田 岩泉・深川

(丸山台) (スペースシャトル) (耀) (シャトルズ) (ウィッシュ) (だっくす･ＲＩＢＢＯＮ) () (ぱっちわーく) (ファミリー)

早坂・松尾 神坂・大谷 立石・林 須藤・長村 森内・堀本 對木・對木 坂上・平岩 吉田・小原 高森・鈴木

(ひろば) (十二天) (スペースシャトル) (ひろば･山手クラブ) (ひろば) (ＹＰＬＣＬＵＢ) (フリー) (ファイン･フリー) (耀)
WDC-A-3 WDB-A-3 WDB-B-3 WDB-C-3 WDB-D-3 WDB-E-3 WDB-F-3 WDB-G-3 WDB-H-3
黒澤・滝川 箭内・大塚 平林・五十嵐 安藤・中村 猪狩・二木 京橋・丸岡 田岡・佐川 中嶌・内島 島崎・田中
(粟田･ファミリー) (どようくらぶ) (ＭＢＣ) (上小) (サクラ･いちょう) (ファイン) (たまひよ) (耀) (ファイン)
原田・金田 柴田・茂木 立石・林 須藤・長村 森内・堀本 對木・對木 坂上・平岩 吉田・小原 高森・鈴木

(丸山台) (スペースシャトル) (スペースシャトル) (ひろば･山手クラブ) (ひろば) (ＹＰＬＣＬＵＢ) (フリー) (ファイン･フリー) (耀)
WDC-A-4 WDB-A-4 WDB-I-1 WDA-A-1 WDA-B-1 WDA-C-1 WDA-D-1 WDA-E-1 WDA-F-1
熊坂・飯田 安藤・菊谷 茂木・鈴木 富田・久米 古巣・穴水 石塚・川口 古場・小林 成清・鈴木 熊川・下手
(チェリー) (シャトルズ) (フリー) (ＭＢＣ) (ファミリー) (フレッシュミディ･アビス) (シープ) (ＩＢＳ･メークイン) (ＴＳＵＢＡＳＡ)

早坂・松尾 神坂・大谷 戸樋谷・西村 渡邊・大塚 高橋・小田島 佐藤・小室 伊藤・飯塚 黒川・鎌倉 伊東・高津

(ひろば) (十二天) (ピクルス) (ＩＢＳ) (モアーズ･さくらんぼ) (ちがさき) (十二天) (ＴＳＵＢＡＳＡ･チームさくら) (シープ･Ｔａｍａ＇７８)

WDC-A-5 WDB-A-5 WDB-I-2 WDA-A-2 WDA-B-2 WDA-C-2 WDA-D-2 WDA-E-2 WDA-F-2
黒澤・滝川 箭内・大塚 戸樋谷・西村 山田・吉田 和泉・葛城 佐藤・小室 伊藤・飯塚 黒川・鎌倉 伊東・高津
(粟田･ファミリー) (どようくらぶ) (ピクルス) (洋光台バドミントンクラブ) (アビス) (ちがさき) (十二天) (ＴＳＵＢＡＳＡ･チームさくら) (シープ･Ｔａｍａ＇７８)

早坂・松尾 神坂・大谷 太田・土田 橋本・奥住 久保田・井島 杉田・浅井 福本・伊能 高梨・福重 古沢・中井

(ひろば) (十二天) (耀) (ＯＧＢＰ･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (ＴｅａｍＡｌｉｃｅ) (ピクルス･かなざわウエーブ) (スペースシャトル) (アカシア･アビス) (ＬＡＰ･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ)

必ず当日本部まで申し出てください。

・当日のメンバー変更は同レベルであれば認めます。
但し、変更者が上のクラスの場合はオープン試合となります。

・当日棄権の場合は参加費の返金はいたしません。
・本大会はスポーツ保険に加入していますので怪我を生じた場合は

・貴重品は自己管理、ゴミは持ち帰りでお願いします。
・駐車場はありませんので車での来場はご遠慮ください。

次回大会開催日１１月４日（日）

第７４回 港南区民バドミントン大会　平成３０年６月３日

９時２０分試合開始の各ブロックの方は９時までに受付をしてください.。
それ以外の各ブロックの方は試合開始時間６０分前までに受付をしてください。

＊すべての試合を１ゲーム・２ゲーム２１ポイント、
３ゲーム１５ポイント、全て延長なし。

・港南スポーツセンター構内は全て禁煙です。

＊ゲーム間のインターバルは２分以内、連続試合は３分以内の休憩とする。
＊審判についてはブロック内審判とする。スコアシート下段に審判名の記載があります。

・給水はふた付きの容器でお願いします。
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11:25

・体育室内での食事は禁止です、ロビーにてお願いします。

＊９時２０分試合開始のブロックは試合前の練習はなし。
＊それ以外のブロックはブロック全体の試合前に練習を３分間とする。　

役員が試合コートに立ち会い時間を計測する。
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11:00

12:15

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

11:50



No. 時間/コート １コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート

WDC-A-6 WDB-A-6 WDB-I-3 WDA-A-3 WDA-B-3 WDA-C-3 WDA-D-3 WDA-E-3 WDA-F-3
熊坂・飯田 安藤・菊谷 茂木・鈴木 富田・久米 古巣・穴水 石塚・川口 古場・小林 成清・鈴木 熊川・下手
(チェリー) (シャトルズ) (フリー) (ＭＢＣ) (ファミリー) (フレッシュミディ･アビス) (シープ) (ＩＢＳ･メークイン) (ＴＳＵＢＡＳＡ)

原田・金田 柴田・茂木 太田・土田 山田・吉田 和泉・葛城 杉田・浅井 福本・伊能 高梨・福重 古沢・中井

(丸山台) (スペースシャトル) (耀) (洋光台バドミントンクラブ) (アビス) (ピクルス･かなざわウエーブ) (スペースシャトル) (アカシア･アビス) (ＬＡＰ･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ)

WDA-G-1 WDA-H-1 WDA-I-1 WDA-A-4 WDA-B-4 WDA-J-1 XDC-A-1 XDC-B-1 XDC-C-1
渡辺・望月 千葉・市橋 成宗・野口 渡邊・大塚 高橋・小田島 廣川・上野 竹内・竹内 藤田・山本 加藤・加藤

(ひろば) (シープ) (はねはね) (ＩＢＳ) (モアーズ･さくらんぼ) (はまなん) (水曜クラブ･ファミリー) (かわうそクラブ) (無所属･Ｂ・ＬＩＶＥ)

鈴木・望月 神崎・飯村 田島・吉田 橋本・奥住 久保田・井島 溝田・太田 舘澤・望月 山口・高橋 江塚・保川
(プリティーズ･フリー) (Ｂクラブ･ＩＣＢＣ) (横浜南) (ＯＧＢＰ･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (ＴｅａｍＡｌｉｃｅ) (ＭＭクラブ) (羽道会) (ＦＡＫＥ) ()
WDA-G-2 WDA-H-2 WDA-I-2 WDA-A-5 WDA-B-5 WDA-J-2 XDC-A-2 XDC-B-2 XDC-C-2
鈴木・望月 神崎・飯村 田島・吉田 富田・久米 古巣・穴水 溝田・太田 舘澤・望月 山口・高橋 江塚・保川
(プリティーズ･フリー) (Ｂクラブ･ＩＣＢＣ) (横浜南) (ＭＢＣ) (ファミリー) (ＭＭクラブ) (羽道会) (ＦＡＫＥ) ()
森山・平野 山木・川西 遠藤・北原 橋本・奥住 久保田・井島 伊藤・加藤 中西・中西 倉岡・小野 池田・池田
(ピクルス) (ポピーズ･ちがさき) (シャトルズ) (ＯＧＢＰ･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (ＴｅａｍＡｌｉｃｅ) (たまひよ) (フリー･ラズベリー) (虹の会) (丸山台)
WDA-G-3 WDA-H-3 WDA-I-3 WDA-A-6 WDA-B-6 WDA-J-3 XDC-A-3 XDC-B-3 XDC-C-3
渡辺・望月 千葉・市橋 成宗・野口 渡邊・大塚 高橋・小田島 廣川・上野 竹内・竹内 藤田・山本 加藤・加藤

(ひろば) (シープ) (はねはね) (ＩＢＳ) (モアーズ･さくらんぼ) (はまなん) (水曜クラブ･ファミリー) (かわうそクラブ) (無所属･Ｂ・ＬＩＶＥ)

森山・平野 山木・川西 遠藤・北原 山田・吉田 和泉・葛城 伊藤・加藤 中西・中西 倉岡・小野 池田・池田
(ピクルス) (ポピーズ･ちがさき) (シャトルズ) (洋光台バドミントンクラブ) (アビス) (たまひよ) (フリー･ラズベリー) (虹の会) (丸山台)
XDC-D-1 XDC-E-1 XDB-A-1 XDB-B-1 XDB-C-1 XDB-D-1 XDB-E-1 XDB-F-1 XDC-F-1
小泉・中園 米内山・兼松 津滝・澤田 小林・阿部 吉田・吉田 和田・並河 龍崎・高橋 内海・宮成 飯田・中田

(丸山台) (走水) (ファミリー･ＲＯＢＩＮＳ) (ファミリー･水曜クラブ) (さつき台バドミントンクラブ) (さつき台バドミントンクラブ) (どようくらぶ) (ＴＯ－ＹＯ－ＤＡ) (走水・プラム)

井上・浪江 崎田・小柳 岩井・工藤 飯田・遠藤 藤井・佐藤 上樂・長谷川 相場・村上 箭内・貞本 篠原・篠原
(ＩＺＵＭＯ･太田ウイング) (しらゆり･アビス) (エレガンス) (羽道会) (ＭＭクラブ) (ファミリー) (ファミリー･水曜クラブ) (どようくらぶ) (ＹＰＬＣＬＵＢ)

XDC-D-2 XDC-E-2 XDB-A-2 XDB-B-2 XDB-C-2 XDB-D-2 XDB-E-2 XDB-F-2 XDC-F-2
井上・浪江 崎田・小柳 岩井・工藤 飯田・遠藤 藤井・佐藤 上樂・長谷川 相場・村上 箭内・貞本 篠原・篠原
(ＩＺＵＭＯ･太田ウイング) (しらゆり･アビス) (エレガンス) (羽道会) (ＭＭクラブ) (ファミリー) (ファミリー･水曜クラブ) (どようくらぶ) (ＹＰＬＣＬＵＢ)

永島・永島 和田・中野 今里・武田 田口・鈴木 三上・鈴木 山田・釘屋 山本・田村 柿沼・豊田 杉野・行谷

(上小) (虹の会) (ＭＭクラブ) (エレガンス) (羽の会) (ＭＭクラブ) (Ｋ５５１) (ファミリー) (かわうそクラブ)

XDC-D-3 XDC-E-3 XDB-A-3 XDB-B-3 XDB-C-3 XDB-D-3 XDB-E-3 XDB-F-3 XDC-F-3
小泉・中園 米内山・兼松 津滝・澤田 小林・阿部 吉田・吉田 和田・並河 龍崎・高橋 内海・宮成 飯田・中田

(丸山台) (走水) (ファミリー･ＲＯＢＩＮＳ) (ファミリー･水曜クラブ) (さつき台バドミントンクラブ) (さつき台バドミントンクラブ) (どようくらぶ) (ＴＯ－ＹＯ－ＤＡ) (走水・プラム)

永島・永島 和田・中野 今里・武田 田口・鈴木 三上・鈴木 山田・釘屋 山本・田村 柿沼・豊田 杉野・行谷

(上小) (虹の会) (ＭＭクラブ) (エレガンス) (羽の会) (ＭＭクラブ) (Ｋ５５１) (ファミリー) (かわうそクラブ)

XDA-1 MDA-A-1 MDB-B-1 MDC-B-1 MDB-C-1 MDC-C-1 MDB-A-1 MDC-A-1 MDB-D-1
吉川・山川 北郷・斎藤 境野・小沢 阿部・張 高谷・新井 富永・土田 白井・木梨 佃・宮田 松田・鮫島
(シャトルズ) (熊連･ＥＡＳＴ) (フリー) (ファミリー) (上小) (さつき台バドミントンクラブ) (いずみクラブ) (丸山台) (水曜クラブ)

伊藤・佐藤 加藤・清水 加藤・瓜生 砂山・小笹 綱島・田渕 小倉・岩上 鎌倉・蒔田 川村・橋本 中野・有村
(ｆａｍｉｌｙ･ｋａｏｒｉｎｓ) (ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ･フリー) (ＹＢＣ) (丸山台) (さつき台バドミントンクラブ) (シャトル会) (チームさくら･アンリツ) (ファミリー) (虹の会･ＮＨＫニッパツ)

XDA-2 MDA-A-2 MDB-B-2 MDC-B-2 MDB-C-2 MDC-C-2 MDB-A-2 MDC-A-2 MDB-D-2
林・澁田 中司・佐々木 加藤・瓜生 河住・古川 綱島・田渕 小倉・岩上 石岡・川崎 青柳・富山 中野・有村

(個人) (フリー) (ＹＢＣ) (ＹＰＬＣＬＵＢ) (さつき台バドミントンクラブ) (シャトル会) (ファミリー･水曜クラブ) (いずみクラブ) (虹の会･ＮＨＫニッパツ)

今・矢嶋 細田・鈴木 金丸・須山 宇田川・長村 金田・金田 山藤・菅沼 飯野・王子 伊東・西内 井上・本田
(ファミリー) (ＭＭクラブ) (丸山台) (どようくらぶ) (丸山台) (めじろ) (さつき台バドミントンクラブ) (めじろ) (さつき台バドミントンクラブ)

XDA-3 MDA-A-3 MDB-B-3 MDC-B-3 MDB-C-3 MDC-C-3 MDB-A-3 MDC-A-3 MDB-D-3
吉川・山川 北郷・斎藤 境野・小沢 阿部・張 高谷・新井 富永・土田 白井・木梨 佃・宮田 松田・鮫島
(シャトルズ) (熊連･ＥＡＳＴ) (フリー) (ファミリー) (上小) (さつき台バドミントンクラブ) (いずみクラブ) (丸山台) (水曜クラブ)

林・澁田 中司・佐々木 金丸・須山 河住・古川 金田・金田 山藤・菅沼 石岡・川崎 青柳・富山 井上・本田

(個人) (フリー) (丸山台) (ＹＰＬＣＬＵＢ) (丸山台) (めじろ) (ファミリー･水曜クラブ) (いずみクラブ) (さつき台バドミントンクラブ)

XDA-4 MDA-A-4 MDC-B-4 MDA-B-1 MDB-A-4 MDC-A-4
伊藤・佐藤 加藤・清水 砂山・小笹 古田・坂本 鎌倉・蒔田 川村・橋本
(ｆａｍｉｌｙ･ｋａｏｒｉｎｓ) (ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ･フリー) (丸山台) (ｔｅａｍ１０４８) (チームさくら･アンリツ) (ファミリー)

今・矢嶋 細田・鈴木 宇田川・長村 河本・樽谷 飯野・王子 伊東・西内
(ファミリー) (ＭＭクラブ) (どようくらぶ) (リーヴス) (さつき台バドミントンクラブ) (めじろ)
XDA-5 MDA-A-5 MDC-B-5 MDA-B-2 MDB-A-5 MDC-A-5

吉川・山川 北郷・斎藤 阿部・張 河本・樽谷 白井・木梨 佃・宮田
(シャトルズ) (熊連･ＥＡＳＴ) (ファミリー) (リーヴス) (いずみクラブ) (丸山台)
今・矢嶋 細田・鈴木 宇田川・長村 中井・塩田 飯野・王子 伊東・西内
(ファミリー) (ＭＭクラブ) (どようくらぶ) (ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (さつき台バドミントンクラブ) (めじろ)
XDA-6 MDA-A-6 MDC-B-6 MDA-B-3 MDB-A-6 MDC-A-6

伊藤・佐藤 加藤・清水 砂山・小笹 古田・坂本 鎌倉・蒔田 川村・橋本
(ｆａｍｉｌｙ･ｋａｏｒｉｎｓ) (ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ･フリー) (丸山台) (ｔｅａｍ１０４８) (チームさくら･アンリツ) (ファミリー)

林・澁田 中司・佐々木 河住・古川 中井・塩田 石岡・川崎 青柳・富山

(個人) (フリー) (ＹＰＬＣＬＵＢ) (ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (ファミリー･水曜クラブ) (いずみクラブ)
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