
クラス 開始時間
廣瀬 貴之 日本アビオ 坂本 大和 ホーマーズ 乾 和真 乾一家 菅原 慎太郎 日本アビオ
黒田 将史 日本アビオ 太田 庸介 ホーマーズ 斎藤 宰 乾一家 廣木 悠 日本アビオ
齋藤 克彦 日本アビオ 小田 雄太郎 ＳＹＫ 星野 英喜 ＨＯＮＤＡ 藤岡 祐太郎 日本アビオ
衛藤 賢祐 日本アビオ 杉谷 勇斗 ＳＹＫ 稲田 翔一 ＨＯＮＤＡ 横手 亮介 日本アビオ
高岩 佑輔 日本アビオ 大久保 勉 ＴＢＣ 三宅 悠人 バドラーツ 小堺 光 小堺建設バド
松村 博 日本アビオ 八十岡 智章 ＴＢＣ 秋本 俊寛 バドラーツ 加藤 勇馬 加藤建設バド
望月 滋 南瀬谷ＢＣ 斎藤 賀仁 バドラーツ 中谷 航 サーモンマリネ 山野 敏 ゼオン

稲垣 広樹 南瀬谷ＢＣ 溝口 雄太 バドラーツ 上野 志裕帆 サーモンマリネ 鈴木 優輝 ゼオン
佐藤 雅彦 フリー 仙場 克徳 南瀬谷ＢＣ 津野 篤 アミダーズ 鶴岡 一弘 ＳＮＢＣ
斎藤 茂樹 フリー 松田 誠一郎 南瀬谷ＢＣ 加来 次郎 アミダーズ 田村 康史 ＳＮＢＣ
池口 和美 Ｔｅａｍスプラウト 小田島 陽子 さくらんぼ 岸本 あかね かなざわラ・メール 平岩 香純 ＲＯＢＩＮＳ
伊藤 貴子 Ｔｅａｍスプラウト 鈴木 眞美 さくらんぼ 浅沼 由起子 かなざわラ・メール 濱邊 沙織 ＲＯＢＩＮＳ
大貫 敏江 さくらんぼ 村上 美香 Ｔｅａｍスプラウト 柴草 悦代 パピヨン 柿島 秀美 肉羽球

平澤津 ゆかり さくらんぼ 升井 弘子 Ｔｅａｍスプラウト 柴田 靖子 パピヨン 千葉 妙子 肉羽球
鈴木 由貴子 ビーキューブ 松本 和子 マリンブルー 落合 彩香 フリー 上地 美里 生麦バドミントン連合

浅野 美沙子 モアーズ 浅野 京子 ラッキー 飯村 典子 ＩＣＢＣ 佐川 郁絵 生麦バドミントン連合

藤森 広子 ８９８ 新川 美知代 レオ 鈴木 佳代子 スペースシャトル 池田 紀子 パピヨン
中村 ゆり フリー 岡部 瞳 レオ 林 真紀子 スペースシャトル 別所 優子 パピヨン

橋本 けさ江 瀬谷クラブ 荒井 友子 木曜会 鈴木 靖代 Ｔｅａｍスプラウト 石川 恵子 プリティーズ
佐々木 好美 瀬谷クラブ 齋藤 美江 木曜会 山本 江利子 Ｔｅａｍスプラウト 大村 聡子 プリティーズ
田島 由理 横浜南 鈴木 裕子 ｐｒｅｔｔｙ’ｓ 大墨 美佐子 スペースシャトル 尾崎 真理子 アイリス

岡倉 留美子 バドフレンド 鈴木 来望 希望ヶ丘高校 立石 エリサ スペースシャトル 黒田 寿子 アイリス
周尾 由美子 瀬谷クラブ 逸見 ゆみ 木曜会 松本 真矢 トゥインクル 田中 晃代 山手クラブ
鍋田 祥子 瀬谷クラブ 鈴木 庸子 木曜会 倉野 みどり トゥインクル 竹永 眞紀 ＡＱＵＡ

綱島 由利江 昴 肥吾 陽子 三ツ沢 入江 萌未 ガースバドミントンクラブ 安倍 佳江 トゥインクル
若月 恵美子 昴 鎮西 直子 わかば 志田 菜摘 ガースバドミントンクラブ 中丸 桂子 トゥインクル
永野 美津子 レオ 宇波 香 ＡＱＵＡ 土山 有代 Ｖｉｖａｃｅ 高津 知美 Ｔａｍａ’７８

山下 佐恵子 レオ 宮川 ゆかり フリー 神保 薫 Ｖｉｖａｃｅ 三本木 裕子 ＩＢＣ
齋藤 みな子 瀬谷クラブ 高橋 裕子 アイリス 五十嵐 佳子 パピヨン 山下 芽生 ぱっちわ～く
木島 美千代 瀬谷クラブ 相良 香苗 コスモス 渡辺 ゆり パピヨン 望月 孝子 ぱっちわ～く
秋山 文子 レオ 高橋 奈津子 Ｌ．Ｍ．Ｃ． 法林 順枝 マリンブルー 稲葉 文子 パピヨン
原 絵里子 レオ 阿部 靖子 ＡＱＵＡ 佐竹 麻季 マリンブルー 澤村 あけみ パピヨン
猪狩 初江 さくら 鈴木 裕子 昴 大野 薫美 ガースバドミントンクラブ 小暮 麻子 フリー

瀬戸 貴代子 フリー 大山 友美 昴 三田地 水穂 ガースバドミントンクラブ 辻 早苗 フリー
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第８４回瀬谷区バドミントン大会（男女ダブルス、ミックス大会）参加者一覧
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第８４回瀬谷区バドミントン大会（男女ダブルス、ミックス大会）参加者一覧
名　　　　　前

飛石 康二 一般 村山 史明 案山子 瀬川 理来 ＴＥＡＭ水野 瀧澤 直斗 Ｌｉｚａｒｄ
五十嵐 義子 モアーズ 村山 あい子 案山子 吉岡 朋美 ＴＥＡＭ水野 十時 愛美 Ｌｉｚａｒｄ
海老原 秀明 ＳＮＢＣ 齋藤 広輝 ファイターズ 神宮 圭佑 Ｂ－ＣＵＢＥ 清水 高博 グループＫＯ
鈴木 綾子 ＳＮＢＣ 八田 百々美 ファイターズ 國分 愛矢 Ｂ－ＣＵＢＥ 坂本 侑衣那 グループＫＯ
篠原 周作 ミックスジュース 勝部 弘樹 中田ＦＣ 片受 健一 ＯＰＳ 武智 愛治 ラッシュ
梅澤 真美 ミックスジュース 石田 和恵 スペースシャトル 今任 季子 ＯＰＳ 武智 千枝 ラッシュ
尾崎 真也 ソニー厚木 林 聡 フリー 柳原 航輝 ぱっちわ～く 木村 隆太郎 ＭＢＣ
鍛 享子 フリー 林 咲空 フリー 斉藤 未夾 ぱっちわ～く 山中 理華子 ＭＢＣ
寺口 雄作 ドリーム 上水流 永滉 アミダーズ 渡辺 康二 ＴＣＢ 舩山 新 もえぎ野クラブ

浪江 啓子 ドリーム 雨宮 咲子 アミダーズ 加藤 真有 ＴＣＢ 溝口 徳江 もえぎ野クラブ

松本 孝之 調布シャトルズ

小佐野 由か里 調布シャトルズ

須山 剛 ＴＢＣ 鈴木 千秋 フリー 熊野 一彦 もえぎ野クラブ 峰島 隆行 アミダーズ
窪田 圭子 ＴＢＣ 安達 陽子 フリー 堀之内 美恵子 もえぎ野クラブ 柳 勢子 アミダーズ

小野寺 慎哉 ドリーム
和田 智子 ドリーム
加賀 一有 アミダーズ 三橋 正樹 Ｂｌｅｎｄｅｒｓ 本望 健二 ＴＢＣ 三浦 尊石 乾一家
加来 聡子 アミダーズ 野上 真澄 Ｂｌｅｎｄｅｒｓ 本望 光波 ＴＢＣ 瀬尾 波音 乾一家
松岡 孝諭 Ｋ．Ｂ．Ｃ
大里 美保 Ｋ．Ｂ．Ｃ
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令和元年　９月　１１日

瀬谷区バドミントン大会　出場の皆様へ

９月　２３日（月・祝）大会当日のタイムテーブルが出来ましたので送付致します

◎ 集合時間について午前試合の方は　
　９：３０～　試合の方は　　８：４５集合
１２：３０～　試合の方は　１１：３０集合
１５：３０～　試合の方は　１４：３０集合

上記の時間に集合下さい。

注意： 　タイムテーブルはあくまで目安であるため、試合の進行状況によっては試合開始時間が早まったり
遅くなったりします。またコートも変更することがあります。
試合進行が早い場合でも、上記集合時間までは試合開始を待ちます｡
　試合が遅れている場合でも、集合時間より後はスポーツセンターから出ないで下さい｡
　集合時間後にコールされ、試合コートに集合できない場合はオープン試合、または棄権となる
ことがあります。　

◎ 受け付けは体育館入り口にて行います。
選手が揃いましたら代表の方が受付と参加費の支払いを一括で行ってください。

※　代表者の方はチームの人に集合時間を連絡お願いします。

その他： ≪競技方法及び表彰≫
　リーグ戦方式とし、各ブロックの優勝チームに賞状及び賞品を授与します。

≪ポイント≫
　４チームブロック
　ラリーポイントによる２１ポイント３ゲームマッチ　２ゲーム先取　セッティング有（ＭＡＸ３０ポイント）
　５チームブロック

　ラリーポイントによる１５ポイント３ゲームマッチ　２ゲーム先取　セッティング有（ＭＡＸ２１ポイント）
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  ※次回大会※ 
   ◆令和元年 １１月１７日（日）  第８５回瀬谷区バドミントン大会（種目：団体戦） 
                       申込期間：令和元年１０月１９日～１０月２３日 


