
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
09:00 40WD3-A-1 40WD3-A-2 40WD3-B-1 40WD3-B-2 40WD3-C-1 40WD3-C-2 40WD2-A-1 40WD2-A-2 40WD2-B-1

安部・川添 小原・志田 榎本・中村 高須賀・森 池田・峰 澤村・小玉 君島・臼井 水口・小原 森国・長谷川

(Ｌ、Ｍ、Ｃ、) (港南オリーブ･ハーモニー) (森クラブ) (ＢＡＨＡＭＡ) (はね・はね) (すもも) (シープ･保土ヶ谷エレガンス) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (ＭＩＤＯＲＩ)

青木・荒木 時・内藤 井田・貞方 秋元・堀 田中・長村 宇波・竹永 米山・杉崎 塚田・萬代 青木・青木

(エオリア) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (中山Ｂ．Ｃ．) (山手クラブ) (ＡＱＵＡ) (や組) (スイング･緑ウィング) (保土ヶ谷エレガンス)

09:30 40WD3-D-1 40WD3-D-2 WD1-A-1 WD1-B-1 WD2-1 WD2-2 40WD2-B-2 40WD2-C-1 40WD2-C-2
島津・玉井 大沼・木之下 怒和・南森 関町・生田目 窪田・村山 荻野・柳川 新井・佐藤 岸本・浅沼 久保井・貝野

(かなざわラ・メール･エオリア) (左近山) (フリー) (日本体育大学) (ＩＣＢＣ･森クラブ) (ＴｅａｍＡｌｉｃｅ) (カインド) (金沢ラ・メール) (Ｂクラブ)

宮成・前村 川畑・安藤 木幡・髙野 上枝・戸井田 加藤・夏目 佐藤・北尾 毛利・古場 谷澤・荒井 山下・飯村

(ＲＩＢＢＯＮ) (や組･フリー) (横浜市役所) (や組) (ダツクス) (Ａｖａｎｓ) (シープ) (シリウス) (Ｆ．Ｍ．Ｃ･ＡＱＵＡ)

10:00 WD3-1 WD3-2 40WD1-1 40WD1-2 40WD3-A-3 40WD3-A-4 40WD2-A-3 40WD2-A-4 40WD2-B-3
岡本・水島 小笠原・小笠原 沼田・小川 山田・吉田 安部・川添 青木・荒木 君島・臼井 米山・杉崎 森国・長谷川

() (フリー) (オールドラツク･ビーキュブ) (洋光台バドミントンクラブ) (Ｌ、Ｍ、Ｃ、) (エオリア) (シープ･保土ヶ谷エレガンス) (や組) (ＭＩＤＯＲＩ)

前島・前島 柿島・前田 清見・杉田 大塚・渡辺 小原・志田 時・内藤 水口・小原 塚田・萬代 新井・佐藤

(新撰組) (肉羽球) (ＩＣＢＣ･ピクルス) (緑クラブ･ＩＢＳ) (港南オリーブ･ハーモニー) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (スイング･緑ウィング) (カインド)

10:30 40WD3-B-3 40WD3-B-4 40WD3-C-3 40WD3-C-4 40WD3-D-3 40WD3-D-4 40WD2-B-4 40WD2-C-3 40WD2-C-4
榎本・中村 井田・貞方 池田・峰 田中・長村 島津・玉井 宮成・前村 青木・青木 岸本・浅沼 谷澤・荒井

(森クラブ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (はね・はね) (山手クラブ) (かなざわラ・メール･エオリア) (ＲＩＢＢＯＮ) (保土ヶ谷エレガンス) (金沢ラ・メール) (シリウス)

高須賀・森 秋元・堀 澤村・小玉 宇波・竹永 大沼・木之下 川畑・安藤 毛利・古場 久保井・貝野 山下・飯村

(ＢＡＨＡＭＡ) (中山Ｂ．Ｃ．) (すもも) (ＡＱＵＡ) (左近山) (や組･フリー) (シープ) (Ｂクラブ) (Ｆ．Ｍ．Ｃ･ＡＱＵＡ)

11:00 WD1-A-2 WD1-B-2 WD2-3 WD2-4 WD3-3 WD3-4 40WD2-A-5 40WD2-A-6 40WD2-B-5
怒和・南森 関町・生田目 窪田・村山 加藤・夏目 岡本・水島 前島・前島 君島・臼井 米山・杉崎 森国・長谷川

(フリー) (日本体育大学) (ＩＣＢＣ･森クラブ) (ダツクス) () (新撰組) (シープ･保土ヶ谷エレガンス) (や組) (ＭＩＤＯＲＩ)

中家・山口 大山・八木橋 荻野・柳川 佐藤・北尾 小笠原・小笠原 柿島・前田 塚田・萬代 水口・小原 毛利・古場

(フリューゲル･フリー) (新撰組) (ＴｅａｍＡｌｉｃｅ) (Ａｖａｎｓ) (フリー) (肉羽球) (スイング･緑ウィング) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (シープ)

11:30 40WD1-3 40WD1-4 40WD3-A-5 40WD3-A-6 40WD3-B-5 40WD3-B-6 40WD2-B-6 40WD2-C-5 40WD2-C-6
沼田・小川 清見・杉田 安部・川添 青木・荒木 榎本・中村 井田・貞方 青木・青木 岸本・浅沼 谷澤・荒井

(オールドラツク･ビーキュブ) (ＩＣＢＣ･ピクルス) (Ｌ、Ｍ、Ｃ、) (エオリア) (森クラブ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (保土ヶ谷エレガンス) (金沢ラ・メール) (シリウス)

山田・吉田 大塚・渡辺 時・内藤 小原・志田 秋元・堀 高須賀・森 新井・佐藤 山下・飯村 久保井・貝野
(洋光台バドミントンクラブ) (緑クラブ･ＩＢＳ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (港南オリーブ･ハーモニー) (中山Ｂ．Ｃ．) (ＢＡＨＡＭＡ) (カインド) (Ｆ．Ｍ．Ｃ･ＡＱＵＡ) (Ｂクラブ)

12:00 40WD3-C-5 40WD3-C-6 40WD3-D-5 40WD3-D-6 WD1-A-3 WD1-B-3 40WD2-1
池田・峰 田中・長村 島津・玉井 宮成・前村 木幡・髙野 上枝・戸井田

(はね・はね) (山手クラブ) (かなざわラ・メール･エオリア) (ＲＩＢＢＯＮ) (横浜市役所) (や組)

宇波・竹永 澤村・小玉 川畑・安藤 大沼・木之下 中家・山口 大山・八木橋

(ＡＱＵＡ) (すもも) (や組･フリー) (左近山) (フリューゲル･フリー) (新撰組)

12:30 WD2-5 WD2-6 WD3-5 WD3-6 40WD1-5 40WD1-6 40WD2-決勝
窪田・村山 加藤・夏目 岡本・水島 前島・前島 沼田・小川 清見・杉田

(ＩＣＢＣ･森クラブ) (ダツクス) () (新撰組) (オールドラツク･ビーキュブ) (ＩＣＢＣ･ピクルス)

佐藤・北尾 荻野・柳川 柿島・前田 小笠原・小笠原 大塚・渡辺 山田・吉田

(Ａｖａｎｓ) (ＴｅａｍＡｌｉｃｅ) (肉羽球) (フリー) (緑クラブ･ＩＢＳ) (洋光台バドミントンクラブ)

13:00 50WD3-A-1 50WD3-A-2 40WD3-1 40WD3-2 45WD1-A-1 45WD1-B-1 45WD2-A-1 45WD2-A-2 45WD2-B-1
小野・久保田 遠藤・高橋 荒井・鈴木 田代・田中 今尾・小畑 大地・田原 池田・石田

(ＴＳＵＢＡＳＡ) (Ｌ、Ｍ、Ｃ、) (ユーバー･緑ウイング) (モアーズ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (シリウス) (スペースシャトル)

佐々木・大平 櫻田・持田 小田島・鈴木 勝又・小林 野口・山陰 宮脇・木野村 醍醐・白田

(ピノキオ) (サンパルス) (さくらんぼ) (金沢ラ・メール･ファイン) (はね・はね) (パピヨン) (８９８･山手クラブ)

13:30 50WD1-A-1 50WD1-B-1 WD1-決勝 WD1-2位交流 WD1-3位交流 50WD3-B-1 45WD2-B-2 50WD2-A-1 50WD2-B-1
柴田・大木 菅谷・町田 平山・塩野 山田・山口 熊川・木根渕 榊原・増田

(シープ･はまなん) (サンパルス･ユーバー) (三ツ沢) (Ｂクラブ･上の宮クラブ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (ＣＲＯＳＳＨＥＡＲＴＳ)

中村・中井 小林・増田 入内島・橋本 森山・平野 宮崎・能城 定行・鈴木

(はね・はね) (シープ･左近山) (サンパルス) (ピクルス) (シープ) (８９８)

14:00 50WD3-B-2 50WD3-A-3 50WD3-A-4 40WD3-決勝 55WD1-1 55WD1-2 60WD3-1 60WD3-2 45WD2-A-3
宮川・望月 上川床・渡辺 小野・久保田 幾田・高橋 小野・赤羽 飯島・桜田 山口・北 今尾・小畑

(エオリア) (中山Ｂ．Ｃ．) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (モアーズ･Ｆ．Ｍ．Ｃ) (ユーバー･ラグーン) (三ツ沢･ひろば) (プリムローズ･左近山) (ＴＳＵＢＡＳＡ)

田渕・土志田 佐々木・大平 櫻田・持田 前沢・笠井 山下・加藤 藤田・竹田 安藤・猪狩 大地・田原

(中山Ｂ．Ｃ．) (ピノキオ) (サンパルス) (グリーン･緑ウイング) (はまなん･ＬＡＰ) (ハーモニー･デミタスカツプ) (大岡ＢＣ･サクラ) (シリウス)

14:30 6570WD-1 6570WD-2 55WD2-1 60WD2-1 45WD1-A-2 45WD1-B-2 45WD2-A-4 45WD2-B-3 45WD2-B-4
酒向・野村 渡辺・滝川 平野・渋谷 佐藤・小林 荒井・鈴木 田代・田中 野口・山陰 池田・石田 醍醐・白田

(ファミリー･はまなん) () (フリー･山手クラブ) (大岡ＢＣ) (ユーバー･緑ウイング) (モアーズ) (はね・はね) (スペースシャトル) (８９８･山手クラブ)

上村・木元 小坂・山岸 諏訪・石田 工藤・湧井 葛城・林 石田・奥本 宮脇・木野村 山田・山口 森山・平野

(ＴＯＰ) (森クラブ･若葉台) (サクラ･ＢＡＨＡＭＡ) (フォルテ) (ＺＥＲＯ) (サンパルス) (パピヨン) (Ｂクラブ･上の宮クラブ) (ピクルス)

15:00 50WD1-A-2 50WD1-B-2 50WD3-B-3 50WD3-B-4 50WD3-A-5 50WD3-A-6 50WD2-A-2 50WD2-B-2 60WD3-3
柴田・大木 菅谷・町田 平山・塩野 入内島・橋本 遠藤・高橋 小野・久保田 熊川・木根渕 榊原・増田 飯島・桜田

(シープ･はまなん) (サンパルス･ユーバー) (三ツ沢) (サンパルス) (Ｌ、Ｍ、Ｃ、) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (ＣＲＯＳＳＨＥＡＲＴＳ) (三ツ沢･ひろば)

野重・大川 樋口・高梨 宮川・望月 田渕・土志田 佐々木・大平 上川床・渡辺 石田・遠藤 阿部・石井 山口・北

(金沢ラ・メール) (グリーン･アカシア) (エオリア) (中山Ｂ．Ｃ．) (ピノキオ) (中山Ｂ．Ｃ．) (ＢＡＨＡＭＡ･シャトルズ) (サンパルス) (プリムローズ･左近山)

15:30 55WD1-3 55WD1-4 6570WD-3 6570WD-4 55WD2-2 60WD2-2 60WD3-4 45WD2-A-5 45WD2-A-6
幾田・高橋 前沢・笠井 酒向・野村 上村・木元 平野・渋谷 佐藤・小林 藤田・竹田 今尾・小畑 野口・山陰

(モアーズ･Ｆ．Ｍ．Ｃ) (グリーン･緑ウイング) (ファミリー･はまなん) (ＴＯＰ) (フリー･山手クラブ) (大岡ＢＣ) (ハーモニー･デミタスカツプ) (ＴＳＵＢＡＳＡ) (はね・はね)

小野・赤羽 山下・加藤 渡辺・滝川 小坂・山岸 伊藤・永高 田母神・秋元 安藤・猪狩 宮脇・木野村 大地・田原

(ユーバー･ラグーン) (はまなん･ＬＡＰ) () (森クラブ･若葉台) (シリウス) (Ｌ．Ａ．Ｐ･横浜ポピーズ) (大岡ＢＣ･サクラ) (パピヨン) (シリウス)

16:00 45WD1-A-3 45WD1-B-3 50WD1-A-3 50WD1-B-3 50WD3-B-5 50WD3-B-6 45WD2-B-5 45WD2-B-6 50WD2-A-3
小田島・鈴木 勝又・小林 中村・中井 小林・増田 平山・塩野 入内島・橋本 池田・石田 醍醐・白田 宮崎・能城

(さくらんぼ) (金沢ラ・メール･ファイン) (はね・はね) (シープ･左近山) (三ツ沢) (サンパルス) (スペースシャトル) (８９８･山手クラブ) (シープ)

葛城・林 石田・奥本 野重・大川 樋口・高梨 田渕・土志田 宮川・望月 森山・平野 山田・山口 石田・遠藤

(ＺＥＲＯ) (サンパルス) (金沢ラ・メール) (グリーン･アカシア) (中山Ｂ．Ｃ．) (エオリア) (ピクルス) (Ｂクラブ･上の宮クラブ) (ＢＡＨＡＭＡ･シャトルズ)

16:30 50WD3-A-7 50WD3-A-8 55WD1-5 55WD1-6 6570WD-5 6570WD-6 50WD2-B-3 60WD3-5 60WD3-6
遠藤・高橋 櫻田・持田 幾田・高橋 前沢・笠井 酒向・野村 上村・木元 定行・鈴木 飯島・桜田 藤田・竹田

(Ｌ、Ｍ、Ｃ、) (サンパルス) (モアーズ･Ｆ．Ｍ．Ｃ) (グリーン･緑ウイング) (ファミリー･はまなん) (ＴＯＰ) (８９８) (三ツ沢･ひろば) (ハーモニー･デミタスカツプ)

上川床・渡辺 佐々木・大平 山下・加藤 小野・赤羽 小坂・山岸 渡辺・滝川 阿部・石井 安藤・猪狩 山口・北

(中山Ｂ．Ｃ．) (ピノキオ) (はまなん･ＬＡＰ) (ユーバー･ラグーン) (森クラブ･若葉台) () (サンパルス) (大岡ＢＣ･サクラ) (プリムローズ･左近山)

17:00 55WD2-3 60WD2-3 45WD1-決勝 45WD1-2位交流 45WD1-3位交流 50WD3-A-9 45WD2-決勝 50WD2-決勝 50WD2-2位交流
諏訪・石田 工藤・湧井 小野・久保田

(サクラ･ＢＡＨＡＭＡ) (フォルテ) (ＴＳＵＢＡＳＡ)

伊藤・永高 田母神・秋元 遠藤・高橋

(シリウス) (Ｌ．Ａ．Ｐ･横浜ポピーズ) (Ｌ、Ｍ、Ｃ、)

17:30 50WD3-A-10 50WD1-決勝 50WD1-2位交流 50WD1-3位交流 55WD60WD交流-1位 55WD60WD交流-2位 50WD2-3位交流
上川床・渡辺

(中山Ｂ．Ｃ．)

櫻田・持田

(サンパルス)

18:00 55WD60WD交流-3位 50WD3-決勝
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