
さいたま市バドミントン協会

さいたま市ミックスオープン
バドミントン大会

期日 平成30年3月21日(水)

会場

主催

サイデン化学アリーナ
(さいたま市記念総合体育館)



　①メイン(１部・３部・シニア）
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本部

　　必ず受付時(大会開始前まで)に行って下さい。不正出場があった場合、失格とします。　

１ゲーム ２ゲーム ファイナル

21 21 5

＊　予選リーグで同勝点の場合は日本バドミントン協会規則による。

　    　・各コートの第一試合の審判は、第三試合の選手の皆様にお願いします。

メイン １ ２ ３ ４ ５ ６
谷地舘・谷地舘 村井・小川 広瀬・角田 大格・関山 根岸・宮田 石塚・高橋

(氷川クラブ) (西武) (Ｖシャトルズ･大宮ヘアピン) (翼球塾) (フーファイターズ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ)

中島・松本 松本・小佐野 榎本・庄司 さいたま市 三浦・三浦 斉藤・田嶋

(中央スポーツクラブ) (調布シャトルズ) (フーファイターズ) 協会 (大牧フェニックス) (木瀬クラブ)

メイン ７ ８ ９ １０ １１ １２
原田・楡井 村井・武井 近藤・高橋 小泉・渡辺 越畑・立花 根岸・伊勢

(翼球塾) (ＢＣミラン) (栃の葉) (木瀬クラブ) (ＳＫＢ) (バド９５)

髙橋・髙橋 松木・松木 新井・枝久保 松本・福島 さいたま市 長田・竹森

(ＪＩＮＧＩ) (エンジェルス) (与野ＭＸ) (浦和クラブ) 協会 (大宮ラピス)

サブ １ ２ ３ ４ ５ ６
本田・金丸 林・奥山 八木・小野 鈴木・佐多 栗原・岡崎 下平・武笠

(あいあい) (一般) (東洋大学理工学部) (あいあい) (Ｔｉｅｓ) (ねっといん)

金澤・堀越 本田・渡邉 石田・鈴木 中村・菅野 田中・小野山 奥山・奥山

(春日部市) (春日部市) (チーム春里) (ＳＴ☆ＲＳ) (フレンド) (フレンド)

　　　　試合結果を報告してください。

　　　　敗者は次の試合の得点用紙とシャトルを本部で受け取ってください。

　⑤その他

　　    ・主審は、得点用紙の勝者サインを確認後、敗者を伴い、速やかに本部へ

　　    ・試合開始時前の練習時間は有りません。直ちに試合を開始してください。

＊　進行が遅れた場合には大会途中でポイントを変更する場合があります。

　④審判

主審

線審

主審

線審

全試合

主審

線審

　　    ・試合の勝者は次の試合の「線審」、敗者は「主審」「得点版」をお願いします。

２．大会競技方法

　①選手変更

　②怪我をされた場合

　　大会当日にスポーツ傷害保険に加入していますので、必ず申し出てください。

　③試合進行

備考

競技場の注意

１．会場配置図

入口

本部

　②サブ（０部・2部・初心者）

入口



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 10コート 11コート 12コート
09:40 X3-A-1 X3-A-2 X3-A-3 X3-B-1 X3-B-2 X3-B-3 X3-C-1 X3-C-2 X3-C-3 X3-D-1 X3-D-2 X3-D-3

新井・出口 音田・音田 片岡・長谷川 斉藤・高橋 藤田・中澤 須賀野・菅 柴崎・藤井 玉井・玉井 仲原・仲原 高崎・鈴木 佐藤・伊奈 土屋・横山
(ＢＳＳ) (けやきクラブ) (中央スポーツクラブ) (アースクラブ) (橙クラブ) (ＣＲＵＮＫＳ) (埼大同好会) (ちいたま) (大牧フェニックス) (いちごクラブ) (埼大同好会) (けやきクラブ)

伊藤・近藤 金丸・稲橋 菊池・南 久保・高橋 阿部・三尾 川田・鈴木 菅野・矢代 岩崎・小田 松川・本間 柴崎・吉田 一ノ瀬・私市 松澤・内門
(ダックリングス) (ちあきーズｆａｍｉｌｙ☆) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (大牧フェニックス) (埼大同好会) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (エンジェルス) (あいあい) (エンジェルス) (スパイシーチキン) (ＢＳＳ)

10:05 X3-E-1 X3-E-2 X3-E-3 X3-F-1 X3-F-2 X3-F-3 X3-G-1 X3-G-2 X3-G-3 X3-H-1 X3-H-2 X3-H-3
時田・三木 鈴木・村上 林・鈴木 瀧川・瀧川 斉藤・柚木 蛯名・吉河 佐藤・古橋 与座・和田 木村・長田 木村・円入 山口・関根 松木・吉田

(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ダックリングス) (魂) (橙クラブ) (あいあい) (ＳＴ☆ＲＳ) (あいあい) (名桜ばっどぶー) (ｗａｋｕｗａｋｕ) (アースクラブ) (バド．ウイング) (エンジェルス)

大越・山田 吉田・吉田 丸山・近藤 池口・太田 浦辺・新立 船橋・白倉 鈴木・山畔 佐藤・宇田川 福島・大江 吉田・田中 齋藤・関野 山下・中村
(丸健バドミントン部) (青木クラブ) (ＦＬＡＰＰＥＲ) (エンジェルス) (ＹＯＫＯ´ＳＦａｍｉｌｙ) (埼大同好会) (Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (エンジェルス) (レッドリボン) (ヘラヘラ) (リトルスター) (ＣＲＵＮＫＳ)

10:30 XS-A-1 XS-A-2 XS-A-3 XS-B-1 XS-B-2 XS-B-3 XS-C-1 XS-C-2 XS-C-3 XS-D-1 XS-D-2 XS-D-3
谷地舘・谷地舘 村井・小川 広瀬・角田 大格・関山 根岸・宮田 石塚・高橋 原田・楡井 村井・武井 近藤・高橋 小泉・渡辺 越畑・立花 根岸・伊勢
(氷川クラブ) (西武) (Ｖシャトルズ･大宮ヘアピン) (翼球塾) (フーファイターズ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (翼球塾) (ＢＣミラン) (栃の葉) (木瀬クラブ) (ＳＫＢ) (バド９５)
中島・松本 松本・小佐野 榎本・庄司 守屋・植田 三浦・三浦 斉藤・田嶋 髙橋・髙橋 松木・松木 新井・枝久保 松本・福島 田中・佐藤 長田・竹森

(中央スポーツクラブ) (調布シャトルズ) (フーファイターズ) (いちごクラブ・浦和クラブ) (大牧フェニックス) (木瀬クラブ) (ＪＩＮＧＩ) (エンジェルス) (与野ＭＸ) (浦和クラブ) (翼球塾) (大宮ラピス)
10:55 XS-E-1 XS-E-2 X1-A-1 X1-A-2 X1-A-3 X1-B-1 X1-B-2 X1-B-3 X3-A-4 X3-A-5 X3-A-6 X3-B-4

山口・阿部 保坂・野中 大場・朝長 横山・池田 青木・根本 及川・芝嵜 谷井・杉山 小森・横田 新井・出口 伊藤・近藤 金丸・稲橋 斉藤・高橋
(エンジェルス) (大宮レモンズ) (ＫＯ－ＨＥＹ) (知世倶楽部) (一般) (知世倶楽部) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ＢＳＳ) (ダックリングス) (ちあきーズｆａｍｉｌｙ☆) (アースクラブ)

坂元・坂元 品川・斉藤 須賀野・加藤 鈴木・田渡 野本・蓮見 郡・関野 木村・目崎 藤代・中島 音田・音田 片岡・長谷川 菊池・南 藤田・中澤
(大牧フェニックス) (木瀬クラブ) (ＣＲＵＮＫＳ) (ｍｉｔｓｕｚａｗａ．ＢＣ) (ＫＯ－ＨＥＹ) (リトルスター) (ＳＴ☆ＲＳ) (ＫＯ－ＨＥＹ) (けやきクラブ) (中央スポーツクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (橙クラブ)

11:20 X3-B-5 X3-B-6 X3-C-4 X3-C-5 X3-C-6 X3-D-4 X3-D-5 X3-D-6 X3-E-4 X3-E-5 X3-E-6 X3-F-4
久保・高橋 阿部・三尾 柴崎・藤井 菅野・矢代 岩崎・小田 高崎・鈴木 柴崎・吉田 一ノ瀬・私市 時田・三木 大越・山田 吉田・吉田 瀧川・瀧川

(Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (大牧フェニックス) (埼大同好会) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (エンジェルス) (いちごクラブ) (エンジェルス) (スパイシーチキン) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (丸健バドミントン部) (青木クラブ) (橙クラブ)
須賀野・菅 川田・鈴木 玉井・玉井 仲原・仲原 松川・本間 佐藤・伊奈 土屋・横山 松澤・内門 鈴木・村上 林・鈴木 丸山・近藤 斉藤・柚木

(ＣＲＵＮＫＳ) (埼大同好会) (ちいたま) (大牧フェニックス) (あいあい) (埼大同好会) (けやきクラブ) (ＢＳＳ) (ダックリングス) (魂) (ＦＬＡＰＰＥＲ) (あいあい)
11:45 X3-F-5 X3-F-6 X3-G-4 X3-G-5 X3-G-6 X3-H-4 X3-H-5 X3-H-6 XS-A-4 XS-A-5 XS-A-6 XS-B-4

池口・太田 浦辺・新立 佐藤・古橋 鈴木・山畔 佐藤・宇田川 木村・円入 吉田・田中 齋藤・関野 谷地舘・谷地舘 中島・松本 松本・小佐野 大格・関山
(エンジェルス) (ＹＯＫＯ´ＳＦａｍｉｌｙ) (あいあい) (Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (エンジェルス) (アースクラブ) (ヘラヘラ) (リトルスター) (氷川クラブ) (中央スポーツクラブ) (調布シャトルズ) (翼球塾)
蛯名・吉河 船橋・白倉 与座・和田 木村・長田 福島・大江 山口・関根 松木・吉田 山下・中村 村井・小川 広瀬・角田 榎本・庄司 根岸・宮田

(ＳＴ☆ＲＳ) (埼大同好会) (名桜ばっどぶー) (ｗａｋｕｗａｋｕ) (レッドリボン) (バド．ウイング) (エンジェルス) (ＣＲＵＮＫＳ) (西武) (Ｖシャトルズ･大宮ヘアピン) (フーファイターズ) (フーファイターズ)

12:10 XS-B-5 XS-B-6 XS-C-4 XS-C-5 XS-C-6 XS-D-4 XS-D-5 XS-D-6 XS-E-3 XS-E-4 X1-A-4 X1-A-5
守屋・植田 三浦・三浦 原田・楡井 髙橋・髙橋 松木・松木 小泉・渡辺 松本・福島 田中・佐藤 山口・阿部 坂元・坂元 大場・朝長 須賀野・加藤

(いちごクラブ・浦和クラブ) (大牧フェニックス) (翼球塾) (ＪＩＮＧＩ) (エンジェルス) (木瀬クラブ) (浦和クラブ) (翼球塾) (エンジェルス) (大牧フェニックス) (ＫＯ－ＨＥＹ) (ＣＲＵＮＫＳ)

石塚・高橋 斉藤・田嶋 村井・武井 近藤・高橋 新井・枝久保 越畑・立花 根岸・伊勢 長田・竹森 諸星・佐藤 保坂・野中 横山・池田 青木・根本
(Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (木瀬クラブ) (ＢＣミラン) (栃の葉) (与野ＭＸ) (ＳＫＢ) (バド９５) (大宮ラピス) (川口スウィング) (大宮レモンズ) (知世倶楽部) (一般)

12:35 X1-A-6 X1-B-4 X1-B-5 X1-B-6 X3-A-7 X3-A-8 X3-A-9 X3-B-7 X3-B-8 X3-B-9 X3-C-7 X3-C-8
鈴木・田渡 及川・芝嵜 郡・関野 木村・目崎 新井・出口 音田・音田 伊藤・近藤 斉藤・高橋 藤田・中澤 久保・高橋 柴崎・藤井 玉井・玉井

(ｍｉｔｓｕｚａｗａ．ＢＣ) (知世倶楽部) (リトルスター) (ＳＴ☆ＲＳ) (ＢＳＳ) (けやきクラブ) (ダックリングス) (アースクラブ) (橙クラブ) (Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (埼大同好会) (ちいたま)
野本・蓮見 谷井・杉山 小森・横田 藤代・中島 金丸・稲橋 片岡・長谷川 菊池・南 阿部・三尾 須賀野・菅 川田・鈴木 岩崎・小田 仲原・仲原

(ＫＯ－ＨＥＹ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ＫＯ－ＨＥＹ) (ちあきーズｆａｍｉｌｙ☆) (中央スポーツクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (大牧フェニックス) (ＣＲＵＮＫＳ) (埼大同好会) (エンジェルス) (大牧フェニックス)

13:00 X3-C-9 X3-D-7 X3-D-8 X3-D-9 X3-E-7 X3-E-8 X3-E-9 X3-F-7 X3-F-8 X3-F-9 X3-G-7 X3-G-8
菅野・矢代 高崎・鈴木 佐藤・伊奈 柴崎・吉田 時田・三木 鈴木・村上 大越・山田 瀧川・瀧川 斉藤・柚木 池口・太田 佐藤・古橋 与座・和田

(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (いちごクラブ) (埼大同好会) (エンジェルス) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ダックリングス) (丸健バドミントン部) (橙クラブ) (あいあい) (エンジェルス) (あいあい) (名桜ばっどぶー)

松川・本間 一ノ瀬・私市 土屋・横山 松澤・内門 吉田・吉田 林・鈴木 丸山・近藤 浦辺・新立 蛯名・吉河 船橋・白倉 佐藤・宇田川 木村・長田
(あいあい) (スパイシーチキン) (けやきクラブ) (ＢＳＳ) (青木クラブ) (魂) (ＦＬＡＰＰＥＲ) (ＹＯＫＯ´ＳＦａｍｉｌｙ) (ＳＴ☆ＲＳ) (埼大同好会) (エンジェルス) (ｗａｋｕｗａｋｕ)

13:25 X3-G-9 X3-H-7 X3-H-8 X3-H-9 XS-A-7 XS-A-8 XS-A-9 XS-B-7 XS-B-8 XS-B-9 XS-C-7 XS-C-8
鈴木・山畔 木村・円入 山口・関根 吉田・田中 谷地舘・谷地舘 村井・小川 中島・松本 大格・関山 根岸・宮田 守屋・植田 原田・楡井 村井・武井

(Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (アースクラブ) (バド．ウイング) (ヘラヘラ) (氷川クラブ) (西武) (中央スポーツクラブ) (翼球塾) (フーファイターズ) (いちごクラブ・浦和クラブ) (翼球塾) (ＢＣミラン)
福島・大江 齋藤・関野 松木・吉田 山下・中村 松本・小佐野 広瀬・角田 榎本・庄司 三浦・三浦 石塚・高橋 斉藤・田嶋 松木・松木 近藤・高橋

(レッドリボン) (リトルスター) (エンジェルス) (ＣＲＵＮＫＳ) (調布シャトルズ) (Ｖシャトルズ･大宮ヘアピン) (フーファイターズ) (大牧フェニックス) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (木瀬クラブ) (エンジェルス) (栃の葉)
13:50 XS-C-9 XS-D-7 XS-D-8 XS-D-9 XS-E-5 XS-E-6 X1-A-7 X1-A-8 X1-A-9 X1-B-7 X1-B-8 X1-B-9

髙橋・髙橋 小泉・渡辺 越畑・立花 松本・福島 諸星・佐藤 山口・阿部 大場・朝長 横山・池田 須賀野・加藤 及川・芝嵜 谷井・杉山 郡・関野
(ＪＩＮＧＩ) (木瀬クラブ) (ＳＫＢ) (浦和クラブ) (川口スウィング) (エンジェルス) (ＫＯ－ＨＥＹ) (知世倶楽部) (ＣＲＵＮＫＳ) (知世倶楽部) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (リトルスター)

新井・枝久保 田中・佐藤 根岸・伊勢 長田・竹森 品川・斉藤 保坂・野中 鈴木・田渡 青木・根本 野本・蓮見 木村・目崎 小森・横田 藤代・中島
(与野ＭＸ) (翼球塾) (バド９５) (大宮ラピス) (木瀬クラブ) (大宮レモンズ) (ｍｉｔｓｕｚａｗａ．ＢＣ) (一般) (ＫＯ－ＨＥＹ) (ＳＴ☆ＲＳ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ＫＯ－ＨＥＹ)

14:15 X3-A-10 X3-A-11 X3-A-12 X3-B-10 X3-B-11 X3-B-12 X3-C-10 X3-C-11 X3-C-12 X3-D-10 X3-D-11 X3-D-12
新井・出口 伊藤・近藤 音田・音田 斉藤・高橋 久保・高橋 藤田・中澤 柴崎・藤井 菅野・矢代 玉井・玉井 高崎・鈴木 柴崎・吉田 佐藤・伊奈
(ＢＳＳ) (ダックリングス) (けやきクラブ) (アースクラブ) (Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (橙クラブ) (埼大同好会) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ちいたま) (いちごクラブ) (エンジェルス) (埼大同好会)

片岡・長谷川 金丸・稲橋 菊池・南 須賀野・菅 阿部・三尾 川田・鈴木 仲原・仲原 岩崎・小田 松川・本間 土屋・横山 一ノ瀬・私市 松澤・内門
(中央スポーツクラブ) (ちあきーズｆａｍｉｌｙ☆) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ＣＲＵＮＫＳ) (大牧フェニックス) (埼大同好会) (大牧フェニックス) (エンジェルス) (あいあい) (けやきクラブ) (スパイシーチキン) (ＢＳＳ)

14:40 X3-E-10 X3-E-11 X3-E-12 X3-F-10 X3-F-11 X3-F-12 X3-G-10 X3-G-11 X3-G-12 X3-H-10 X3-H-11 X3-H-12
時田・三木 大越・山田 鈴木・村上 瀧川・瀧川 池口・太田 斉藤・柚木 佐藤・古橋 鈴木・山畔 与座・和田 木村・円入 吉田・田中 山口・関根

(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (丸健バドミントン部) (ダックリングス) (橙クラブ) (エンジェルス) (あいあい) (あいあい) (Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (名桜ばっどぶー) (アースクラブ) (ヘラヘラ) (バド．ウイング)

林・鈴木 吉田・吉田 丸山・近藤 蛯名・吉河 浦辺・新立 船橋・白倉 木村・長田 佐藤・宇田川 福島・大江 松木・吉田 齋藤・関野 山下・中村
(魂) (青木クラブ) (ＦＬＡＰＰＥＲ) (ＳＴ☆ＲＳ) (ＹＯＫＯ´ＳＦａｍｉｌｙ) (埼大同好会) (ｗａｋｕｗａｋｕ) (エンジェルス) (レッドリボン) (エンジェルス) (リトルスター) (ＣＲＵＮＫＳ)

15:05 XS-A-10 XS-A-11 XS-A-12 XS-B-10 XS-B-11 XS-B-12 XS-C-10 XS-C-11 XS-C-12 XS-D-10 XS-D-11 XS-D-12
谷地舘・谷地舘 中島・松本 村井・小川 大格・関山 守屋・植田 根岸・宮田 原田・楡井 髙橋・髙橋 村井・武井 小泉・渡辺 松本・福島 越畑・立花
(氷川クラブ) (中央スポーツクラブ) (西武) (翼球塾) (いちごクラブ・浦和クラブ) (フーファイターズ) (翼球塾) (ＪＩＮＧＩ) (ＢＣミラン) (木瀬クラブ) (浦和クラブ) (ＳＫＢ)
広瀬・角田 松本・小佐野 榎本・庄司 石塚・高橋 三浦・三浦 斉藤・田嶋 近藤・高橋 松木・松木 新井・枝久保 根岸・伊勢 田中・佐藤 長田・竹森

(Ｖシャトルズ･大宮ヘアピン) (調布シャトルズ) (フーファイターズ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (大牧フェニックス) (木瀬クラブ) (栃の葉) (エンジェルス) (与野ＭＸ) (バド９５) (翼球塾) (大宮ラピス)
15:30 XS-E-7 XS-E-8 X1-A-10 X1-A-11 X1-A-12 X1-B-10 X1-B-11 X1-B-12 X3-A-13 X3-A-14 X3-A-15 X3-B-13

坂元・坂元 諸星・佐藤 大場・朝長 須賀野・加藤 横山・池田 及川・芝嵜 郡・関野 谷井・杉山 新井・出口 伊藤・近藤 金丸・稲橋 斉藤・高橋
(大牧フェニックス) (川口スウィング) (ＫＯ－ＨＥＹ) (ＣＲＵＮＫＳ) (知世倶楽部) (知世倶楽部) (リトルスター) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ＢＳＳ) (ダックリングス) (ちあきーズｆａｍｉｌｙ☆) (アースクラブ)

品川・斉藤 保坂・野中 青木・根本 鈴木・田渡 野本・蓮見 小森・横田 木村・目崎 藤代・中島 菊池・南 音田・音田 片岡・長谷川 川田・鈴木
(木瀬クラブ) (大宮レモンズ) (一般) (ｍｉｔｓｕｚａｗａ．ＢＣ) (ＫＯ－ＨＥＹ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ) (ＳＴ☆ＲＳ) (ＫＯ－ＨＥＹ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (けやきクラブ) (中央スポーツクラブ) (埼大同好会)

15:55 X3-B-14 X3-B-15 X3-C-13 X3-C-14 X3-C-15 X3-D-13 X3-D-14 X3-D-15 X3-E-13 X3-E-14 X3-E-15 X3-F-13
久保・高橋 阿部・三尾 柴崎・藤井 菅野・矢代 岩崎・小田 高崎・鈴木 柴崎・吉田 一ノ瀬・私市 時田・三木 大越・山田 吉田・吉田 瀧川・瀧川

(Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (大牧フェニックス) (埼大同好会) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (エンジェルス) (いちごクラブ) (エンジェルス) (スパイシーチキン) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (丸健バドミントン部) (青木クラブ) (橙クラブ)
藤田・中澤 須賀野・菅 松川・本間 玉井・玉井 仲原・仲原 松澤・内門 佐藤・伊奈 土屋・横山 丸山・近藤 鈴木・村上 林・鈴木 船橋・白倉
(橙クラブ) (ＣＲＵＮＫＳ) (あいあい) (ちいたま) (大牧フェニックス) (ＢＳＳ) (埼大同好会) (けやきクラブ) (ＦＬＡＰＰＥＲ) (ダックリングス) (魂) (埼大同好会)

16:20 X3-F-14 X3-F-15 X3-G-13 X3-G-14 X3-G-15 X3-H-13 X3-H-14 X3-H-15 XS-A-13 XS-A-14 XS-A-15 XS-B-13
池口・太田 浦辺・新立 佐藤・古橋 鈴木・山畔 佐藤・宇田川 木村・円入 吉田・田中 齋藤・関野 谷地舘・谷地舘 中島・松本 松本・小佐野 大格・関山

(エンジェルス) (ＹＯＫＯ´ＳＦａｍｉｌｙ) (あいあい) (Ｃｌｅｍａｔｉｓ) (エンジェルス) (アースクラブ) (ヘラヘラ) (リトルスター) (氷川クラブ) (中央スポーツクラブ) (調布シャトルズ) (翼球塾)
斉藤・柚木 蛯名・吉河 福島・大江 与座・和田 木村・長田 山下・中村 山口・関根 松木・吉田 榎本・庄司 村井・小川 広瀬・角田 斉藤・田嶋
(あいあい) (ＳＴ☆ＲＳ) (レッドリボン) (名桜ばっどぶー) (ｗａｋｕｗａｋｕ) (ＣＲＵＮＫＳ) (バド．ウイング) (エンジェルス) (フーファイターズ) (西武) (Ｖシャトルズ･大宮ヘアピン) (木瀬クラブ)

16:45 XS-B-14 XS-B-15 XS-C-13 XS-C-14 XS-C-15 XS-D-13 XS-D-14 XS-D-15 XS-E-9 XS-E-10 X1-A-13 X1-A-14
守屋・植田 三浦・三浦 原田・楡井 髙橋・髙橋 松木・松木 小泉・渡辺 松本・福島 田中・佐藤 山口・阿部 坂元・坂元 大場・朝長 須賀野・加藤

(いちごクラブ・浦和クラブ) (大牧フェニックス) (翼球塾) (ＪＩＮＧＩ) (エンジェルス) (木瀬クラブ) (浦和クラブ) (翼球塾) (エンジェルス) (大牧フェニックス) (ＫＯ－ＨＥＹ) (ＣＲＵＮＫＳ)

根岸・宮田 石塚・高橋 新井・枝久保 村井・武井 近藤・高橋 長田・竹森 越畑・立花 根岸・伊勢 品川・斉藤 諸星・佐藤 野本・蓮見 横山・池田
(フーファイターズ) (Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ) (与野ＭＸ) (ＢＣミラン) (栃の葉) (大宮ラピス) (ＳＫＢ) (バド９５) (木瀬クラブ) (川口スウィング) (ＫＯ－ＨＥＹ) (知世倶楽部)

17:10 X1-A-15 X1-B-13 X1-B-14 X1-B-15
鈴木・田渡 及川・芝嵜 郡・関野 木村・目崎

(ｍｉｔｓｕｚａｗａ．ＢＣ) (知世倶楽部) (リトルスター) (ＳＴ☆ＲＳ)
青木・根本 藤代・中島 谷井・杉山 小森・横田

(一般) (ＫＯ－ＨＥＹ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

メイン　タイムテーブル（流し込み方式）１部・３部・シニア



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート
09:40 X2-A-1 X2-A-2 X2-A-3 X2-B-1 X2-B-2 X2-B-3

三上・三浦 相馬・髙橋 小林・大貫 能崎・苅谷 星野・土田 江口・嶋津
(あいあい) (一般) (梅酒倶楽部) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ＳＴ☆ＲＳ) (羽飛)
小池・秋山 石井・武政 古谷・濵崎 大澤・深川 板橋・村井 吉田・南場

(スカイドリーム) (アースクラブ) (東洋大学理工学部) (はねかっぱ) (フリーク) (あいあい)
10:05 X2-C-1 X2-C-2 X2-C-3 X2-D-1 X2-D-2 X2-D-3

根津・一戸 大熊・大塚 中別府・外園 清水・堀口 鈴木・山口 北澤・歌書
(ＳＴ☆ＲＳ) (あいあい) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (あいあい) (紅しょうが) (ロータスクラブ)
強矢・中田 鈴木・東城 高橋・島崎 郡・山田 山口・依田 武藤・高橋

(入間) (フォレスター) (中杉) (リトルスター) (知世倶楽部) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

10:30 X2-E-1 X2-E-2 X2-F-1 X2-F-2 X0-1 X0-2
本田・金丸 林・奥山 八木・小野 鈴木・佐多 栗原・岡崎 下平・武笠
(あいあい) (一般) (東洋大学理工学部) (あいあい) (Ｔｉｅｓ) (ねっといん)
金澤・堀越 本田・渡邉 石田・鈴木 中村・菅野 田中・小野山 奥山・奥山
(春日部市) (春日部市) (チーム春里) (ＳＴ☆ＲＳ) (フレンド) (フレンド)

10:55 XB-A-1 XB-A-2 XB-B-1 XB-B-2 X2-A-4 X2-A-5
山口・合志 森・高橋 發知・吉川 清水・清水 三上・三浦 小池・秋山
(駿台学園) (カプチーノ) (東洋大学理工学部) (ネギベアーズ) (あいあい) (スカイドリーム)
萩原・嶺井 田島・田島 満井・片岡 沼田・池田 相馬・髙橋 小林・大貫

(琉神マブヤー) (一般) (ベアーズ) (駿台学園) (一般) (梅酒倶楽部)
11:20 X2-A-6 X2-B-4 X2-B-5 X2-B-6 X2-C-4 X2-C-5

石井・武政 能崎・苅谷 大澤・深川 板橋・村井 根津・一戸 強矢・中田
(アースクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (はねかっぱ) (フリーク) (ＳＴ☆ＲＳ) (入間)

古谷・濵崎 星野・土田 江口・嶋津 吉田・南場 大熊・大塚 中別府・外園
(東洋大学理工学部) (ＳＴ☆ＲＳ) (羽飛) (あいあい) (あいあい) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

11:45 X2-C-6 X2-D-4 X2-D-5 X2-D-6 X2-E-3 X2-E-4
鈴木・東城 清水・堀口 郡・山田 山口・依田 本田・金丸 金澤・堀越

(フォレスター) (あいあい) (リトルスター) (知世倶楽部) (あいあい) (春日部市)
高橋・島崎 鈴木・山口 北澤・歌書 武藤・高橋 森尻・西村 林・奥山

(中杉) (紅しょうが) (ロータスクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (大宮ラピス) (一般)
12:10 X2-F-3 X2-F-4 X0-3 X0-4 XB-A-3 XB-A-4

八木・小野 石田・鈴木 栗原・岡崎 田中・小野山 山口・合志 萩原・嶺井
(東洋大学理工学部) (チーム春里) (Ｔｉｅｓ) (フレンド) (駿台学園) (琉神マブヤー)

大久保・大久保 鈴木・佐多 中西・鈴木 下平・武笠 森・高橋 田島・田島
(シャトルズ) (あいあい) (一般) (ねっといん) (カプチーノ) (一般)

12:35 XB-B-3 XB-B-4 X2-A-7 X2-A-8 X2-A-9 X2-B-7
發知・吉川 満井・片岡 三上・三浦 相馬・髙橋 小池・秋山 能崎・苅谷

(東洋大学理工学部) (ベアーズ) (あいあい) (一般) (スカイドリーム) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

清水・清水 沼田・池田 石井・武政 小林・大貫 古谷・濵崎 板橋・村井
(ネギベアーズ) (駿台学園) (アースクラブ) (梅酒倶楽部) (東洋大学理工学部) (フリーク)

13:00 X2-B-8 X2-B-9 X2-C-7 X2-C-8 X2-C-9 X2-D-7
星野・土田 大澤・深川 根津・一戸 大熊・大塚 強矢・中田 清水・堀口

(ＳＴ☆ＲＳ) (はねかっぱ) (ＳＴ☆ＲＳ) (あいあい) (入間) (あいあい)
江口・嶋津 吉田・南場 鈴木・東城 中別府・外園 高橋・島崎 山口・依田

(羽飛) (あいあい) (フォレスター) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (中杉) (知世倶楽部)
13:25 X2-D-8 X2-D-9 X2-E-5 X2-E-6 X2-F-5 X2-F-6

鈴木・山口 郡・山田 森尻・西村 本田・金丸 大久保・大久保 八木・小野
(紅しょうが) (リトルスター) (大宮ラピス) (あいあい) (シャトルズ) (東洋大学理工学部)
北澤・歌書 武藤・高橋 本田・渡邉 林・奥山 中村・菅野 鈴木・佐多

(ロータスクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (春日部市) (一般) (ＳＴ☆ＲＳ) (あいあい)
13:50 X0-5 X0-6 XB-A-5 XB-A-6 XB-B-5 XB-B-6

中西・鈴木 栗原・岡崎 山口・合志 萩原・嶺井 發知・吉川 満井・片岡
(一般) (Ｔｉｅｓ) (駿台学園) (琉神マブヤー) (東洋大学理工学部) (ベアーズ)

奥山・奥山 下平・武笠 田島・田島 森・高橋 沼田・池田 清水・清水
(フレンド) (ねっといん) (一般) (カプチーノ) (駿台学園) (ネギベアーズ)

14:15 X2-A-10 X2-A-11 X2-A-12 X2-B-10 X2-B-11 X2-B-12
三上・三浦 小池・秋山 相馬・髙橋 能崎・苅谷 大澤・深川 星野・土田
(あいあい) (スカイドリーム) (一般) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (はねかっぱ) (ＳＴ☆ＲＳ)
小林・大貫 石井・武政 古谷・濵崎 江口・嶋津 板橋・村井 吉田・南場

(梅酒倶楽部) (アースクラブ) (東洋大学理工学部) (羽飛) (フリーク) (あいあい)
14:40 X2-C-10 X2-C-11 X2-C-12 X2-D-10 X2-D-11 X2-D-12

根津・一戸 強矢・中田 大熊・大塚 清水・堀口 郡・山田 鈴木・山口
(ＳＴ☆ＲＳ) (入間) (あいあい) (あいあい) (リトルスター) (紅しょうが)
中別府・外園 鈴木・東城 高橋・島崎 北澤・歌書 山口・依田 武藤・高橋

(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (フォレスター) (中杉) (ロータスクラブ) (知世倶楽部) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

15:05 X2-E-7 X2-E-8 X2-F-7 X2-F-8 X0-7 X0-8
金澤・堀越 森尻・西村 石田・鈴木 大久保・大久保 田中・小野山 中西・鈴木
(春日部市) (大宮ラピス) (チーム春里) (シャトルズ) (フレンド) (一般)
本田・渡邉 林・奥山 中村・菅野 鈴木・佐多 奥山・奥山 下平・武笠
(春日部市) (一般) (ＳＴ☆ＲＳ) (あいあい) (フレンド) (ねっといん)

15:30 X2-A-13 X2-A-14 X2-A-15 X2-B-13 X2-B-14 X2-B-15
三上・三浦 小池・秋山 石井・武政 能崎・苅谷 大澤・深川 板橋・村井
(あいあい) (スカイドリーム) (アースクラブ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (はねかっぱ) (フリーク)
古谷・濵崎 相馬・髙橋 小林・大貫 吉田・南場 星野・土田 江口・嶋津

(東洋大学理工学部) (一般) (梅酒倶楽部) (あいあい) (ＳＴ☆ＲＳ) (羽飛)
15:55 X2-C-13 X2-C-14 X2-C-15 X2-D-13 X2-D-14 X2-D-15

根津・一戸 強矢・中田 鈴木・東城 清水・堀口 郡・山田 山口・依田
(ＳＴ☆ＲＳ) (入間) (フォレスター) (あいあい) (リトルスター) (知世倶楽部)
高橋・島崎 大熊・大塚 中別府・外園 武藤・高橋 鈴木・山口 北澤・歌書

(中杉) (あいあい) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ) (紅しょうが) (ロータスクラブ)
16:20 X2-E-9 X2-E-10 X2-F-9 X2-F-10 X0-9 X0-10

本田・金丸 金澤・堀越 八木・小野 石田・鈴木 栗原・岡崎 田中・小野山
(あいあい) (春日部市) (東洋大学理工学部) (チーム春里) (Ｔｉｅｓ) (フレンド)
本田・渡邉 森尻・西村 中村・菅野 大久保・大久保 奥山・奥山 中西・鈴木
(春日部市) (大宮ラピス) (ＳＴ☆ＲＳ) (シャトルズ) (フレンド) (一般)

16:45 XB-１位 XB-２位 XB-３位 XB-４位

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

サブ　タイムテーブル（流し込み方式）　０部・２部・初心者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者



栗原 康輝 1 3 6 9
岡崎 真奈美

(Ｔｉｅｓ)
田中 大智 1 10 4 7
小野山 由衣

(フレンド)
中西 洋介 3 10 8 5
鈴木 彩

(一般)
下平 宗治 6 4 8 2
武笠 小那美

(ねっといん)
奥山 正芳 9 7 5 2
奥山 真由

(フレンド)

混合1部
Ａブロック

大場 弘樹 1 4 7 10 13
朝長 葵
(ＫＯ－ＨＥＹ)

須賀野 翔 1 14 11 5 9
加藤 理映
(ＣＲＵＮＫＳ)

横山 和輝 4 14 2 8 12
池田 早紀

(知世倶楽部)
鈴木 誉和 7 11 2 15 6
田渡 夏菜
(ｍｉｔｓｕｚａｗａ．ＢＣ)

青木 健悟 10 5 8 15 3
根本 清乃

(一般)
野本 晃平 13 9 12 6 3
蓮見 まりの
(ＫＯ－ＨＥＹ)

混合1部
Ｂブロック

及川 亘郎 1 4 7 10 13
芝嵜 知世

(知世倶楽部)
郡 奏志 1 14 11 5 9
関野 里真
(リトルスター)

谷井 智郎 4 14 2 8 12
杉山 仁美
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

木村 裕也 7 11 2 15 6
目崎 なつみ

(ＳＴ☆ＲＳ)
小森 翔太 10 5 8 15 3
横田 美里
(Ｂｕｔｉｔ＇ｓ)

藤代 慧 13 9 12 6 3
中島 千尋
(ＫＯ－ＨＥＹ)

勝-敗 順　位
芝嵜 関野 杉山 目崎 横田 中島
及川 郡 谷井 木村 小森 藤代

野本
勝-敗 順　位

朝長 加藤 池田 田渡 根本 蓮見

●1部　(メイン)

大場 須賀野 横山 鈴木 青木

●0部 （サブ）

混合0部
栗原 田中 中西 下平 奥山

勝-敗 順　位
岡崎 小野山 鈴木 武笠 奥山



混合2部
Ａブロック

三上 一成 1 4 7 10 13
三浦 明美

(あいあい)
小池 光汰 1 14 11 5 9
秋山 海
(スカイドリーム)
相馬 和也 4 14 2 8 12
髙橋 香

(一般)
石井 利輝 7 11 2 15 6
武政 まゆみ
(アースクラブ)

小林 英司 10 5 8 15 3
大貫 真莉

(梅酒倶楽部)
古谷 圭吾 13 9 12 6 3
濵崎 葵
(東洋大学理工学部)

混合2部
Ｂブロック

能崎 友希 1 4 7 10 13
苅谷 喜美子
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

大澤 章大 1 14 11 5 9
深川 早希

(はねかっぱ)
星野 雄介 4 14 2 8 12
土田 杏里

(ＳＴ☆ＲＳ)
板橋 浩気 7 11 2 15 6
村井 春香

(フリーク)
江口 誠 10 5 8 15 3
嶋津 恵美

(羽飛)
吉田 孝年 13 9 12 6 3
南場 むめ緒

(あいあい)

混合2部
Ｃブロック

根津 健太 1 4 7 10 13
一戸 真祐美

(ＳＴ☆ＲＳ)
強矢 健悟 1 14 11 5 9
中田 富実

(入間)
大熊 聡 4 14 2 8 12
大塚 久枝

(あいあい)
鈴木 俊彦 7 11 2 15 6
東城 朱美
(フォレスター)

中別府 一洋 10 5 8 15 3
外園 伸代
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

高橋 仁志 13 9 12 6 3
島崎 ななえ

(中杉)

勝-敗 順　位
一戸 中田 大塚 東城 外園 島崎
根津 強矢 大熊 鈴木 中別府 高橋

勝-敗 順　位
苅谷 深川 土田 村井 嶋津 南場
能崎 大澤 星野 板橋 江口 吉田

古谷
勝-敗 順　位

三浦 秋山 髙橋 武政 大貫 濵崎

●2部　(サブ)

三上 小池 相馬 石井 小林



混合2部
Ｄブロック

清水 浩之 1 4 7 10 13
堀口 萌

(あいあい)
郡 浩史 1 14 11 5 9
山田 希歩
(リトルスター)

鈴木 美紅 4 14 2 8 12
山口 陸人

(紅しょうが)
山口 大吾 7 11 2 15 6
依田 紗和

(知世倶楽部)
北澤 慎太郎 10 5 8 15 3
歌書 香奈
(ロータスクラブ)
武藤 正樹 13 9 12 6 3
高橋 律子
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

混合2部
Ｅブロック

本田 光太郎 1 3 6 9
金丸 亜紀子

(あいあい)
金澤 建志 1 10 4 7
堀越 南

(春日部市)
森尻 浩聡 3 10 8 5
西村 美香

(大宮ラピス)
林 直史 6 4 8 2
奥山 幸子

(一般)
本田 裕士 9 7 5 2
渡邉 玲子

(春日部市)

混合2部
Ｆブロック

八木 惟織 1 3 6 9
小野 日呂花
(東洋大学理工学部)

石田 椋平 1 10 4 7
鈴木 愛理

(チーム春里)
大久保 智之 3 10 8 5
大久保 有沙

(シャトルズ)
鈴木 良太 6 4 8 2
佐多 麻友美

(あいあい)
中村 勇也 9 7 5 2
菅野 桂子

(ＳＴ☆ＲＳ)

順　位
小野 鈴木 大久保 佐多 菅野
八木 石田 大久保 鈴木 中村

勝-敗

順　位
金丸 堀越 西村 奥山 渡邉
本田 金澤 森尻 林 本田

勝-敗

勝-敗 順　位
堀口 山田 山口 依田 歌書 高橋
清水 郡 鈴木 山口 北澤 武藤



混合3部
Ａブロック

新井 祐輔 1 4 7 10 13

出口 弓子
(ＢＳＳ)

伊藤 敦史 1 14 11 5 9

近藤 真美
(ダックリングス)
音田 貴身 4 14 2 8 12

音田 玲子
(けやきクラブ)

金丸 悠哉 7 11 2 15 6

稲橋 柚乃
(ちあきーズｆａｍｉｌｙ☆)

片岡 省吾 10 5 8 15 3

長谷川 恵子
(中央スポーツクラブ)

菊池 紅輔 13 9 12 6 3

南 有香
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

混合3部
Ｂブロック

斉藤 雄一 1 4 7 10 13

高橋 景子
(アースクラブ)

久保 兼吾 1 14 11 5 9

高橋 美音
(Ｃｌｅｍａｔｉｓ)

藤田 悟 4 14 2 8 12

中澤 祐奈
(橙クラブ)

阿部 利之 7 11 2 15 6

三尾 みどり
(大牧フェニックス)

須賀野 光宏 10 5 8 15 3

菅 愛夕美
(ＣＲＵＮＫＳ)

川田 裕介 13 9 12 6 3

鈴木 香奈子
(埼大同好会)

混合3部
Ｃブロック

柴崎 雅大 1 4 7 10 13

藤井 七海
(埼大同好会)

菅野 健太 1 14 11 5 9

矢代 江梨子
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

玉井 隆秀 4 14 2 8 12

玉井 智春
(ちいたま)

岩崎 雄磨 7 11 2 15 6

小田 祥子
(エンジェルス)

仲原 司朗 10 5 8 15 3

仲原 尚美
(大牧フェニックス)

松川 卓司 13 9 12 6 3

本間 由美子
(あいあい)

混合3部
Ｄブロック

高崎 雄一 1 4 7 10 13

鈴木 由美子
(いちごクラブ)

柴崎 栄児 1 14 11 5 9

吉田 則子
(エンジェルス)

佐藤 洋 4 14 2 8 12

伊奈 汐梨
(埼大同好会)

一ノ瀬 泰樹 7 11 2 15 6

私市 理花
(スパイシーチキン)

土屋 雄二 10 5 8 15 3

横山 美穂
(けやきクラブ)

松澤 竜二 13 9 12 6 3

内門 るり子
(ＢＳＳ)

勝-敗 順　位
鈴木 吉田 伊奈 私市 横山 内門
高崎 柴崎 佐藤 一ノ瀬 土屋 松澤

勝-敗 順　位
藤井 矢代 玉井 小田 仲原 本間
柴崎 菅野 玉井 岩崎 仲原 松川

勝-敗 順　位
高橋 高橋 中澤 三尾 菅 鈴木
斉藤 久保 藤田 阿部 須賀野 川田

菊池 勝-敗 順　位
出口 近藤 音田 稲橋 長谷川 南

●3部　(メイン)

新井 伊藤 音田 金丸 片岡



混合3部
Ｅブロック

時田 忠行 1 4 7 10 13

三木 彩
(ＵＲＡＷＡＮＥＴＳ)

大越 恒平 1 14 11 5 9

山田 茜
(丸健バドミントン部)

鈴木 寿之 4 14 2 8 12

村上 優江
(ダックリングス)
吉田 知弘 7 11 2 15 6

吉田 晴美
(青木クラブ)

林 颯太 10 5 8 15 3

鈴木 悠香
(魂)

丸山 航平 13 9 12 6 3

近藤 夏海
(ＦＬＡＰＰＥＲ)

混合3部
Ｆブロック

瀧川 史門 1 4 7 10 13

瀧川 里乃香
(橙クラブ)

池口 政博 1 14 11 5 9

太田 香代子
(エンジェルス)

斉藤 千成 4 14 2 8 12

柚木 伊織
(あいあい)

浦辺 永遠 7 11 2 15 6

新立 真彩
(ＹＯＫＯ´Ｓ  Ｆａｍｉｌｙ)

蛯名 正則 10 5 8 15 3

吉河 真琴
(ＳＴ☆ＲＳ)

船橋 広起 13 9 12 6 3

白倉 茉奈
(埼大同好会)

混合3部
Ｇブロック

佐藤 友紀 1 4 7 10 13

古橋 花子
(あいあい)

鈴木 琢夢 1 14 11 5 9

山畔 美穂
(Ｃｌｅｍａｔｉｓ)
与座 大希 4 14 2 8 12

和田 梨沙
(名桜ばっどぶー)
佐藤 俊一 7 11 2 15 6

宇田川 志津
(エンジェルス)

木村 正志 10 5 8 15 3

長田 真実
(ｗａｋｕｗａｋｕ)

福島 修一 13 9 12 6 3

大江 陽子
(レッドリボン)

混合3部
Ｈブロック

木村 将紀 1 4 7 10 13

円入 さおり
(アースクラブ)

吉田 豊 1 14 11 5 9

田中 春名
(ヘラヘラ)

山口 悠 4 14 2 8 12

関根 紗弥加
(バド．ウイング)
齋藤 未来 7 11 2 15 6

関野 洋子
(リトルスター)

松木 悠輔 10 5 8 15 3

吉田 梨紗
(エンジェルス)

山下 照仁 13 9 12 6 3

中村 雅子
(ＣＲＵＮＫＳ)

勝-敗 順　位
円入 田中 関根 関野 吉田 中村
木村 吉田 山口 齋藤 松木 山下

勝-敗 順　位
古橋 山畔 和田 宇田川 長田 大江
佐藤 鈴木 与座 佐藤 木村 福島

勝-敗 順　位
瀧川 太田 柚木 新立 吉河 白倉
瀧川 池口 斉藤 浦辺 蛯名 船橋

勝-敗 順　位
三木 山田 村上 吉田 鈴木 近藤
時田 大越 鈴木 吉田 林 丸山



混合シニア
Ａブロック

谷地舘 渉 1 4 7 10 13
谷地舘 明美

(氷川クラブ)
中島 英介 1 14 11 5 9
松本 幸代
(中央スポーツクラブ)

村井 知彦 4 14 2 8 12
小川 千冬

(西武)
松本 孝之 7 11 2 15 6
小佐野 由か里
(調布シャトルズ)

広瀬 慶 10 5 8 15 3
角田 裕子
(Ｖシャトルズ・大宮ヘアピン)

榎本 恵介 13 9 12 6 3
庄司 祥子
(フーファイターズ)

混合シニア
Ｂブロック

大格 素夫 1 4 7 10 13
関山 貴子

(翼球塾)
守屋忠司 1 14 11 5 9
植田和世
(いちごクラブ・浦和クラブ)

根岸 昭好 4 14 2 8 12
宮田 芳美
(フーファイターズ)

三浦 孝敏 7 11 2 15 6
三浦 理香
(大牧フェニックス)

石塚 光夫 10 5 8 15 3
高橋 安子
(Ｓａｉｔａｍａ．ｐｒｅｆ)

斉藤 弘樹 13 9 12 6 3
田嶋 直子

(木瀬クラブ)

混合シニア
Ｃブロック

原田 純二 1 4 7 10 13
楡井 恵美

(翼球塾)
髙橋 定博 1 14 11 5 9
髙橋 恵美

(ＪＩＮＧＩ)
村井 基樹 4 14 2 8 12
武井 京子

(ＢＣミラン)
松木 丈浩 7 11 2 15 6
松木 幸代
(エンジェルス)

近藤 智 10 5 8 15 3
高橋 美樹子

(栃の葉)
新井 正明 13 9 12 6 3
枝久保 和子

(与野ＭＸ)

混合シニア
Ｄブロック

小泉 明 1 4 7 10 13
渡辺 洋子

(木瀬クラブ)
松本 勉 1 14 11 5 9
福島 幸子

(浦和クラブ)
越畑 生太 4 14 2 8 12
立花 亜季

(ＳＫＢ)
田中 克己 7 11 2 15 6
佐藤 智江

(翼球塾)
根岸 和弘 10 5 8 15 3
伊勢 美代子

(バド９５)
長田 淳 13 9 12 6 3
竹森 昌子

(大宮ラピス)

混合シニア
Ｅブロック

山口 静一 1 3 6 9
阿部 千秋
(エンジェルス)

坂元 浩美 1 10 4 7
坂元 裕子
(大牧フェニックス)

諸星 貴史 3 10 8 5
佐藤 真由美
(川口スウィング)

保坂 洋子 6 4 8 2
野中 康宏
(大宮レモンズ)

品川 芳明 9 7 5 2
斉藤 智子

(木瀬クラブ)

順　位
阿部 坂元 佐藤 野中 斉藤
山口 坂元 諸星 保坂 品川

勝-敗

勝-敗 順　位
渡辺 福島 立花 佐藤 伊勢 竹森
小泉 松本 越畑 田中 根岸 長田

勝-敗 順　位
楡井 髙橋 武井 松木 高橋 枝久保
原田 髙橋 村井 松木 近藤 新井

勝-敗 順　位
関山 増田 宮田 三浦 高橋 田嶋
大格 白井 根岸 三浦 石塚 斉藤

榎本
勝-敗 順　位

谷地舘 松本 小川 小佐野 角田 庄司

●シニア　(メイン)

谷地舘 中島 村井 松本 広瀬



混合初心者
Ａブロック

山口 篤史 1 3 5
合志 彩海

(駿台学園)
萩原 大貴 1 6 4
嶺井 綾香
(琉神マブヤー)

森 和寿 3 6 2
高橋 美智子

(カプチーノ)
田島 智明 5 4 2
田島 結来

(一般)

混合初心者
Ｂブロック

發知 翔 1 3 5
吉川 初菜
(東洋大学理工学部)

満井 孝哉 1 6 4
片岡 ひとみ

(ベアーズ)
清水 雅人 3 6 2
清水 香奈子
(ネギベアーズ)

沼田 和善 5 4 2
池田 恵美

(駿台学園)

予選順位

順　位
吉川 片岡 清水 池田
發知 満井 清水 沼田

勝-敗

順　位
合志 嶺井 高橋 田島

●初心者　(サブ)

山口 萩原 森 田島
勝-敗

Aブロック

1位

Bブロック

―

2位 ―

●順位決定戦

4位 ―

3位 ―


