
1 2 3 4 5 6 7 8 9
09:30 45XD1-1 45XD1-2 50XD1-A-1 50XD1-A-2 50XD1-B-1 50XD1-B-2 XD2-A-1 XD2-A-2 XD2-B-1

飛石・吉田 片受・今任 栖原・菅谷 内海・鈴木 小谷・東中川 定村・君島 岩崎・遠藤 黒澤・荻原 根本・後藤
(泉区･ユーバー) (ＯＰＳ) (横浜市役所･サンパルス) (健志台クラブ･ＭＩＤＯＲＩ) (ジコチュウ･レインボー) (Ｆ．Ｍ．Ｃ･ＩＢＳ) (ＣＬＯＶＥＲ) (一般) (横浜市役所)
折戸・石渡 大西・安田 矢村・前村 鎌倉・鎌倉 柿沼・柿沼 一瀬・町田 島村・東 大屋敷・播川 藤田・福井

(緑クラブ･川崎市役所) (上の宮クラブ) (ＲＩＢＢＯＮ) () (上の宮クラブ) (横浜市役所･ユーバー) (ばっこみ) (ＫＯＢＣ･ドロツプス) (成城大学･日本体育学部)

10:00 XD1-A-1 XD1-B-1 55XD1-A-1 55XD1-B-1 60XD1-A-1 60XD1-B-1 XD2-B-2 XD2-C-1 XD2-C-2
岩脇・高野 池上・天野 森・幾田 永瀬・鍛冶 斧・成清 都築・杉森 成田・市田 杉崎・杉崎 新井・河本
(横浜市役所) (ＹＡＮＧＹＡＮＧ･彗星クラブ) (ＷＯＷ･モアーズ) (都築･アカシヤ) (フリー･ＩＢＳ) (フリー･アカシヤ) (つづキッズ) (横浜市役所･や組) (ＣＬＯＶＥＲ)

天野・高橋 前田・木幡 木村・中島 龍崎・箭内 諸石・武智 片倉・片山 鈴木・別所 田中・安藤 青木・長谷川
(彗星クラブ･ＥＡＳＴ) (横浜市役所) (ＡＲＢ･ＭＩＤＯＲＩ) (南六浦バドミントンクラブ･南エンジェルス) (緑ＢＣ･森クラブ) (ジコチュウ･ＦＭＣ) (一般) (つづキッズ) (ウィステリア･ＭＩＤＯＲＩ)

10:30 40XD1-1 40XD1-2 40XD3-1 40XD3-2 45XD2-1 45XD2-2 XD3-A-1 XD3-A-2 XD3-B-1
小川・沼田 江頭・鴇田 田村・山口 大橋・大橋 井上・井上 鈴木・長谷川 古川・古川 天野・天野 江本・中村

(フリー･オールドラック) (富士セロツクス･モアーズ) (フリー) (だっくすＢＣ) (上の宮クラブ) (上の宮クラブ) (つづキッズ) (羽翔) (横浜市役所)
柳川・大塚 濱路・小沼 宇野・金阿彌 星野・中上 山西・石田 片桐・齊藤 宇田川・二宮 竹田・加藤 小野・武原
(や組･緑ＢＣ) (横浜市役所･フリー) (スパシーバ) (もえぎ野クラブ) (フリー･スペースシャトル) (シャンテック･アイリス) (ちゃんふ～) (ＰＡＤ) (ＰＡＤ)

11:00 45XD1-3 45XD1-4 50XD3-1 50XD3-2 6570XD1-1 6570XD1-2 XD3-B-2 XD3-C-1 XD3-C-2
加藤・加藤 飛石・吉田 森田・森田 藤原・重田 塩澤・鈴木 渡辺・米口 望月・青木 井田・本門 鹿又・宮成
(緑ＢＣ) (泉区･ユーバー) (フリー･メークイン) (フリー) (戸塚･メークィン) (オールドラツク･若草会) (ＣＬＯＶＥＲ) (つづキッズ) (ＲＩＢＢＯＮ)

折戸・石渡 大西・安田 三浦・井坂 持増・大矢 甘粕・大庭 森井・中町 星野・山下 林・平林 浦田・千葉
(緑クラブ･川崎市役所) (上の宮クラブ) (軽井沢クラブ･アバンス) (つづキッズ) (泉区･オーロラ) (ＩＨＩ横浜･大正) (新栄高等学校･横浜清風高校) (ＣＬＯＶＥＲ) (ＰＡＤ)

11:30 60XD2-1 65XD2-1 50XD1-A-3 50XD1-A-4 50XD1-B-3 50XD1-B-4 XD2-A-3 XD2-A-4 XD2-B-3
田母神・田母神 滝川・池原 栖原・菅谷 矢村・前村 小谷・東中川 柿沼・柿沼 岩崎・遠藤 島村・東 根本・後藤
(上の宮･ＬＡＰ) (上の宮クラブ) (横浜市役所･サンパルス) (ＲＩＢＢＯＮ) (ジコチュウ･レインボー) (上の宮クラブ) (ＣＬＯＶＥＲ) (ばっこみ) (横浜市役所)
松本・山片 栗田・当原 内海・鈴木 鎌倉・鎌倉 定村・君島 一瀬・町田 黒澤・荻原 大屋敷・播川 成田・市田
(フリー･モアーズ) (竹山) (健志台クラブ･ＭＩＤＯＲＩ) () (Ｆ．Ｍ．Ｃ･ＩＢＳ) (横浜市役所･ユーバー) (一般) (ＫＯＢＣ･ドロツプス) (つづキッズ)

12:00 XD1-A-2 XD1-B-2 55XD1-A-2 55XD1-B-2 60XD1-A-2 60XD1-B-2 XD2-B-4 XD2-C-3 XD2-C-4
岩脇・高野 池上・天野 森・幾田 永瀬・鍛冶 斧・成清 都築・杉森 藤田・福井 杉崎・杉崎 田中・安藤
(横浜市役所) (ＹＡＮＧＹＡＮＧ･彗星クラブ) (ＷＯＷ･モアーズ) (都築･アカシヤ) (フリー･ＩＢＳ) (フリー･アカシヤ) (成城大学･日本体育学部) (横浜市役所･や組) (つづキッズ)
馬立・脇山 成田・長島 山崎・小林 小島・小島 伊藤・寺島 辻・中田 鈴木・別所 新井・河本 青木・長谷川
(横浜市役所) (つづキッズ) (ＮＥＣ玉川･グローアップ) (教職員連盟･ユーバー) (フリー･金沢ウエーブ) (ＩＢＳ･プラム) (一般) (ＣＬＯＶＥＲ) (ウィステリア･ＭＩＤＯＲＩ)

12:30 40XD1-3 40XD1-4 45XD1-5 45XD1-6 40XD3-3 40XD3-4 XD3-A-3 XD3-A-4 XD3-B-3
小川・沼田 柳川・大塚 片受・今任 飛石・吉田 田村・山口 宇野・金阿彌 古川・古川 宇田川・二宮 江本・中村

(フリー･オールドラック) (や組･緑ＢＣ) (ＯＰＳ) (泉区･ユーバー) (フリー) (スパシーバ) (つづキッズ) (ちゃんふ～) (横浜市役所)
江頭・鴇田 濱路・小沼 折戸・石渡 加藤・加藤 大橋・大橋 星野・中上 天野・天野 竹田・加藤 望月・青木

(富士セロツクス･モアーズ) (横浜市役所･フリー) (緑クラブ･川崎市役所) (緑ＢＣ) (だっくすＢＣ) (もえぎ野クラブ) (羽翔) (ＰＡＤ) (ＣＬＯＶＥＲ)

13:00 45XD2-3 45XD2-4 50XD3-3 50XD3-4 6570XD1-3 6570XD1-4 XD3-B-4 XD3-C-3 XD3-C-4
井上・井上 山西・石田 森田・森田 三浦・井坂 塩澤・鈴木 甘粕・大庭 小野・武原 井田・本門 林・平林
(上の宮クラブ) (フリー･スペースシャトル) (フリー･メークイン) (軽井沢クラブ･アバンス) (戸塚･メークィン) (泉区･オーロラ) (ＰＡＤ) (つづキッズ) (ＣＬＯＶＥＲ)

鈴木・長谷川 片桐・齊藤 藤原・重田 持増・大矢 渡辺・米口 森井・中町 星野・山下 鹿又・宮成 浦田・千葉
(上の宮クラブ) (シャンテック･アイリス) (フリー) (つづキッズ) (オールドラツク･若草会) (ＩＨＩ横浜･大正) (新栄高等学校･横浜清風高校) (ＲＩＢＢＯＮ) (ＰＡＤ)

13:30 60XD2-2 65XD2-2 50XD1-A-5 50XD1-A-6 50XD1-B-5 50XD1-B-6 XD2-A-5 XD2-A-6 XD2-B-5
田母神・田母神 滝川・池原 栖原・菅谷 矢村・前村 小谷・東中川 柿沼・柿沼 岩崎・遠藤 島村・東 根本・後藤
(上の宮･ＬＡＰ) (上の宮クラブ) (横浜市役所･サンパルス) (ＲＩＢＢＯＮ) (ジコチュウ･レインボー) (上の宮クラブ) (ＣＬＯＶＥＲ) (ばっこみ) (横浜市役所)
黒﨑・中尾 八木・八木 鎌倉・鎌倉 内海・鈴木 一瀬・町田 定村・君島 大屋敷・播川 黒澤・荻原 鈴木・別所

(ＴＫスペシャル･モアーズ) (栄) () (健志台クラブ･ＭＩＤＯＲＩ) (横浜市役所･ユーバー) (Ｆ．Ｍ．Ｃ･ＩＢＳ) (ＫＯＢＣ･ドロツプス) (一般) (一般)

14:00 45XD1-7 45XD1-8 XD1-A-3 XD1-B-3 55XD1-A-3 55XD1-B-3 XD2-B-6 XD2-C-5 XD2-C-6
片受・今任 大西・安田 天野・高橋 前田・木幡 木村・中島 龍崎・箭内 藤田・福井 杉崎・杉崎 田中・安藤
(ＯＰＳ) (上の宮クラブ) (彗星クラブ･ＥＡＳＴ) (横浜市役所) (ＡＲＢ･ＭＩＤＯＲＩ) (南六浦バドミントンクラブ･南エンジェルス) (成城大学･日本体育学部) (横浜市役所･や組) (つづキッズ)
加藤・加藤 折戸・石渡 馬立・脇山 成田・長島 山崎・小林 小島・小島 成田・市田 青木・長谷川 新井・河本
(緑ＢＣ) (緑クラブ･川崎市役所) (横浜市役所) (つづキッズ) (ＮＥＣ玉川･グローアップ) (教職員連盟･ユーバー) (つづキッズ) (ウィステリア･ＭＩＤＯＲＩ) (ＣＬＯＶＥＲ)

14:30 60XD1-A-3 60XD1-B-3 40XD1-5 40XD1-6 40XD3-5 40XD3-6 XD3-A-5 XD3-A-6 XD3-B-5
諸石・武智 片倉・片山 小川・沼田 柳川・大塚 田村・山口 宇野・金阿彌 古川・古川 宇田川・二宮 江本・中村
(緑ＢＣ･森クラブ) (ジコチュウ･ＦＭＣ) (フリー･オールドラック) (や組･緑ＢＣ) (フリー) (スパシーバ) (つづキッズ) (ちゃんふ～) (横浜市役所)
伊藤・寺島 辻・中田 濱路・小沼 江頭・鴇田 星野・中上 大橋・大橋 竹田・加藤 天野・天野 星野・山下

(フリー･金沢ウエーブ) (ＩＢＳ･プラム) (横浜市役所･フリー) (富士セロツクス･モアーズ) (もえぎ野クラブ) (だっくすＢＣ) (ＰＡＤ) (羽翔) (新栄高等学校･横浜清風高校)

15:00 45XD2-5 45XD2-6 50XD3-5 50XD3-6 45XD1-9 45XD1-10 XD3-B-6 XD3-C-5 XD3-C-6
井上・井上 山西・石田 森田・森田 三浦・井坂 飛石・吉田 加藤・加藤 小野・武原 井田・本門 林・平林
(上の宮クラブ) (フリー･スペースシャトル) (フリー･メークイン) (軽井沢クラブ･アバンス) (泉区･ユーバー) (緑ＢＣ) (ＰＡＤ) (つづキッズ) (ＣＬＯＶＥＲ)

片桐・齊藤 鈴木・長谷川 持増・大矢 藤原・重田 片受・今任 大西・安田 望月・青木 浦田・千葉 鹿又・宮成
(シャンテック･アイリス) (上の宮クラブ) (つづキッズ) (フリー) (ＯＰＳ) (上の宮クラブ) (ＣＬＯＶＥＲ) (ＰＡＤ) (ＲＩＢＢＯＮ)

15:30 6570XD1-5 6570XD1-6 60XD2-3 65XD2-3 50XD1-決勝 XD1-決勝 XD2-1 XD3-1
塩澤・鈴木 甘粕・大庭 松本・山片 栗田・当原
(戸塚･メークィン) (泉区･オーロラ) (フリー･モアーズ) (竹山)
森井・中町 渡辺・米口 黒﨑・中尾 八木・八木
(ＩＨＩ横浜･大正) (オールドラツク･若草会) (ＴＫスペシャル･モアーズ) (栄)

16:00 XD1-交流戦 XD1-交流戦 55XD1-決勝 55XD3-交流戦 55XD3-交流戦 60XD1-決勝 XD2-決勝 XD3-決勝
Ａブロック２位 Ａブロック３位 Ａブロック２位 Ａブロック３位

() () () ()
Ｂブロック２位 Ｂブロック３位 Ｂブロック２位 Ｂブロック３位

() () () ()

16:30 60XD1-交流戦 60XD1-交流戦 6065XD1-交流戦 6065XD2-交流戦 6065XD3-交流戦 45XD-決勝
Ａブロック２位 Ａブロック３位 ６０歳２部１位 ６０歳２部２位 ６０歳２部３位 濱路・小沼

() () () () () (横浜市役所･フリー)

Ｂブロック２位 Ｂブロック３位 ６５歳２部１位 ６５歳２部２位 ６５歳２部３位 ４５歳以上１部１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

対戦者

対戦者

対戦者

対戦者

平成２９年度横浜市民混合ダブルス大会　　　平成２９年９月１７日
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