
コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9

09:30 XD1-A-1 XD1-B-1 XD2-A-1 XD2-B-1 40XD12-1 45XD1-1 XD3-A-1 XD3-B-1 XD3-C-1
北郷・川原 高佐・高佐 田中・安藤 阿部・森 佐々木・上枝 濱路・小沼 柄本・中村 長谷川・長谷川 古川・古川
(熊連) (ＷＩＳＥ･湘南ＢＣＳ) (つづきッズ) (横浜市役所) (や組) (横浜市役所･レインボー) (横浜市役所) (菊名バドミントンクラブ) (つづきッズ)

桝本・本橋 前田・木幡 鈴木・脇山 金子・阿部 小野寺・和田 廣瀬・田内 竹田・武原 平岩・比留川 飯田・遠藤
(ＷＢＣ) (横浜市役所) (横浜市役所) (や組･こまち) (ドリーム) (アビオ･カインド) (つづきッズ) (ふかみーず) (ＨＢＣ)

10:00 XD1-A-2 XD1-C-1 XD2-A-2 XD2-C-1 40XD12-2 45XD1-2 XD3-D-1 XD3-A-2 XD3-B-2
金床・高野 清水・石郷岡 小森谷・中村 栖原・後藤 杉﨑・杉﨑 林・田中 舘澤・望月 大谷・豊野 鈴木・長田
(横浜市役所) (ウインザー･ほどがや) (ガイアバドミントンクラブ) (横浜市役所) (横浜市役所･や組) (シェイク･モアーズ) (ほどがや) (ほどがや) (なし)
根立・天野 三ヶ島・柳田 加藤・坂上 神宮・金子 鈴木・佐藤 小川・沼田 浦田・千葉 山下・星野 滝澤・根岸

(三春台バドミントンクラブ･彗星クラブ) (ＷＢＣ･東海大学) (ほどがや) (ビーキューブ･モアーズ) (フリー･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (フリー･オールドラック) (ｗｉｎｇ・ｔｒｉｃｋ) (フリー) (シャトルメイツ)

10:30 XD1-A-3 XD1-B-2 XD2-A-3 XD2-B-2 40XD12-3 45XD1-3 XD3-C-2 XD3-D-2 XD3-A-3
北郷・川原 前田・木幡 田中・安藤 金子・阿部 佐々木・上枝 濱路・小沼 河原崎・坪田 遠藤・今尾 柄本・中村
(熊連) (横浜市役所) (つづきッズ) (や組･こまち) (や組) (横浜市役所･レインボー) (ラッシュ･ＫＵＢ) (フリー･ＴＳＵＢＡＳＡ) (横浜市役所)

金床・高野 阿部・酒井 小森谷・中村 横田・関口 杉﨑・杉﨑 林・田中 宇野・金阿彌 渡辺・渡辺 大谷・豊野
(横浜市役所) (や組･ＴＨＥＢＥＳＴ) (ガイアバドミントンクラブ) (フリー) (横浜市役所･や組) (シェイク･モアーズ) (つづきッズ) (フリー) (ほどがや)

11:00 XD1-A-4 XD1-C-2 XD2-A-4 XD2-C-2 40XD12-4 45XD1-4 XD3-B-3 XD3-C-3 XD3-D-3
桝本・本橋 三ヶ島・柳田 鈴木・脇山 神宮・金子 小野寺・和田 廣瀬・田内 長谷川・長谷川 古川・古川 舘澤・望月
(ＷＢＣ) (ＷＢＣ･東海大学) (横浜市役所) (ビーキューブ･モアーズ) (ドリーム) (アビオ･カインド) (菊名バドミントンクラブ) (つづきッズ) (ほどがや)
根立・天野 天野・海福 加藤・坂上 橋元・増野 鈴木・佐藤 小川・沼田 鈴木・長田 河原崎・坪田 遠藤・今尾

(三春台バドミントンクラブ･彗星クラブ) (彗星クラブ) (ほどがや) (四十雀ＢＣ) (フリー･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (フリー･オールドラック) (なし) (ラッシュ･ＫＵＢ) (フリー･ＴＳＵＢＡＳＡ)

11:30 XD1-A-5 XD1-B-3 XD2-A-5 XD2-B-3 40XD12-5 45XD1-5 XD3-A-4 XD3-B-4 XD3-C-4
北郷・川原 高佐・高佐 田中・安藤 阿部・森 佐々木・上枝 濱路・小沼 竹田・武原 平岩・比留川 飯田・遠藤
(熊連) (ＷＩＳＥ･湘南ＢＣＳ) (つづきッズ) (横浜市役所) (や組) (横浜市役所･レインボー) (つづきッズ) (ふかみーず) (ＨＢＣ)

根立・天野 阿部・酒井 加藤・坂上 横田・関口 鈴木・佐藤 小川・沼田 山下・星野 滝澤・根岸 宇野・金阿彌
(三春台バドミントンクラブ･彗星クラブ) (や組･ＴＨＥＢＥＳＴ) (ほどがや) (フリー) (フリー･ＦＬＹＩＮＧＰＥＮＧＵＩＮＳ) (フリー･オールドラック) (フリー) (シャトルメイツ) (つづきッズ)

12:00 XD1-A-6 XD1-C-3 XD2-A-6 XD2-C-3 40XD12-6 45XD1-6 XD3-D-4 XD3-A-5 XD3-B-5
桝本・本橋 清水・石郷岡 鈴木・脇山 栖原・後藤 小野寺・和田 廣瀬・田内 浦田・千葉 柄本・中村 長谷川・長谷川
(ＷＢＣ) (ウインザー･ほどがや) (横浜市役所) (横浜市役所) (ドリーム) (アビオ･カインド) (ｗｉｎｇ・ｔｒｉｃｋ) (横浜市役所) (菊名バドミントンクラブ)

金床・高野 天野・海福 小森谷・中村 橋元・増野 杉﨑・杉﨑 林・田中 渡辺・渡辺 山下・星野 滝澤・根岸
(横浜市役所) (彗星クラブ) (ガイアバドミントンクラブ) (四十雀ＢＣ) (横浜市役所･や組) (シェイク･モアーズ) (フリー) (フリー) (シャトルメイツ)

12:30 XD1-1準決 XD1-1交流 XD2-1準決 XD2-1交流 50XD1-1 XD3-C-5 XD3-D-5 XD3-A-6
小谷・東中川 古川・古川 舘澤・望月 竹田・武原

準決勝 交流① 準決勝 交流① (ジコチュウ･レインボー) (つづきッズ) (ほどがや) (つづきッズ)
内海・鈴木 宇野・金阿彌 渡辺・渡辺 大谷・豊野

(健志台クラブ) (つづきッズ) (フリー) (ほどがや)

13:00 XD1-決勝 XD1-1交流 XD2-決勝 XD2-1交流 50XD1-2 XD3-B-6 XD3-C-6 XD3-D-6
今任・片受 平岩・比留川 飯田・遠藤 浦田・千葉

決勝 交流② 決勝 交流② (ＯＰＳ) (ふかみーず) (ＨＢＣ) (ｗｉｎｇ・ｔｒｉｃｋ)

鎌倉・鎌倉 鈴木・長田 河原崎・坪田 遠藤・今尾
(フリー) (なし) (ラッシュ･ＫＵＢ) (フリー･ＴＳＵＢＡＳＡ)

13:30 45XD2-A-1 50XD2-1 60XD1-1 5560XD2-1 70XD1-1 50XD1-3 55XD1-A-1 XD3-1準決 XD3-2準決
勝部・石田 竹内・河野 清水・葛西 木村・中島 黒﨑・嶌田 小谷・東中川 五十嵐・幾田

(泉区･スペースシャトル) (泉区･昴) (ＩＢＳ･モアーズ) (ＡＲＢ･ＭＩＤＯＲＩ) (ＴＫスペシャル･はないかだ) (ジコチュウ･レインボー) (ＮＩＳＳＡＮ･モアーズ) 準決① 準決②
大西・安田 関・金澤 片倉・片山 森田・森田 権守・高野 柿沼・柿沼 龍崎・箭内

(菊名バドミントンクラブ) (上の宮クラブ･Ｂクラブ) (ジコチュウ･ＦＭＣ) (戸塚区) (走水･アビス) (菊名バドミントンクラブ) (南六浦バドミントンクラブ･南エンジェルス)

14:00 45XD2-B-1 65XD1-1 65XD2-1 5560XD2-2 70XD1-2 50XD1-4 55XD1-B-1 XD3-決勝 7580XD-1
渡辺・伊能 森井・中町 栗田・当原 寺口・薄永 松本・酒向 内海・鈴木 小島・小島 斉藤・常田

(泉ＦＣ･スペースシャトル) (ＷＩＮＺ＿ＢＣ･大正クラブ) (竹山) (日本ゼオン･ドリーム) (（金沢区）･ファミリー) (健志台クラブ) (教職員連盟･ユーバー) 決勝 (戸塚エルダーズ)
松浦・中島 滝川・小坂 服部・服部 持増・大矢 間宮・中辻 今任・片受 鈴木・中里 青木・青木

(泉区･西が岡) (上の宮ＢＣ･森クラブ) (泉区･モアーズ) (つづきッズ) (ＳＳＢＣ･城北) (ＯＰＳ) (セティング･グリーン) (栄ＡＢＣ)

14:30 45XD2-A-2 50XD2-2 60XD1-2 5560XD2-3 70XD1-3 50XD1-5 55XD1-A-2 55XD1-B-2 7580XD-2
大西・安田 矢村・前村 辻・武智 木村・中島 黒﨑・嶌田 柿沼・柿沼 篠原・梅澤 長谷川・小泉 村上・谷

(菊名バドミントンクラブ) (ＲＩＢＢＯＮ) (ＩＢＳ･森クラブ) (ＡＲＢ･ＭＩＤＯＲＩ) (ＴＫスペシャル･はないかだ) (菊名バドミントンクラブ) (オールドラック･エース) (ＣＬＵＢＫ２･モアーズ) (戸塚エルダーズ)
早田・前原 田村・山口 塩澤・小林 寺口・薄永 松本・酒向 鎌倉・鎌倉 吉田・中村 永瀬・鍛冶 後藤・松川
(ほどがや) (フリー) (フリー･グローアップ) (日本ゼオン･ドリーム) (（金沢区）･ファミリー) (フリー) (ヨコハマドンキーズ･はね・はね) (都筑･アカシヤ) (走水)

15:00 45XD2-B-2 65XD1-2 65XD2-2 5560XD2-4 70XD1-4 50XD1-6 55XD1-A-3 55XD1-B-3 7580XD-3
松浦・中島 滝川・小坂 服部・服部 森田・森田 権守・高野 小谷・東中川 五十嵐・幾田 小島・小島 斉藤・常田

(泉区･西が岡) (上の宮ＢＣ･森クラブ) (泉区･モアーズ) (戸塚区) (走水･アビス) (ジコチュウ･レインボー) (ＮＩＳＳＡＮ･モアーズ) (教職員連盟･ユーバー) (戸塚エルダーズ)
大橋・大橋 甘粕・中尾 東郷・京橋 持増・大矢 間宮・中辻 今任・片受 篠原・梅澤 長谷川・小泉 村上・谷
(ＤＵＣＫＳ) (泉区･モアーズ) (泉区･大正クラブ) (つづきッズ) (ＳＳＢＣ･城北) (ＯＰＳ) (オールドラック･エース) (ＣＬＵＢＫ２･モアーズ) (戸塚エルダーズ)

15:30 45XD2-A-3 50XD2-3 60XD1-3 5560XD2-5 70XD1-5 50XD1-7 55XD1-A-4 55XD1-B-4 7580XD-4
勝部・石田 竹内・河野 清水・葛西 木村・中島 黒﨑・嶌田 内海・鈴木 龍崎・箭内 鈴木・中里 青木・青木

(泉区･スペースシャトル) (泉区･昴) (ＩＢＳ･モアーズ) (ＡＲＢ･ＭＩＤＯＲＩ) (ＴＫスペシャル･はないかだ) (健志台クラブ) (南六浦バドミントンクラブ･南エンジェルス) (セティング･グリーン) (栄ＡＢＣ)
早田・前原 矢村・前村 辻・武智 持増・大矢 間宮・中辻 鎌倉・鎌倉 吉田・中村 永瀬・鍛冶 後藤・松川
(ほどがや) (ＲＩＢＢＯＮ) (ＩＢＳ･森クラブ) (つづきッズ) (ＳＳＢＣ･城北) (フリー) (ヨコハマドンキーズ･はね・はね) (都筑･アカシヤ) (走水)

16:00 45XD2-B-3 65XD1-3 65XD2-3 5560XD2-6 70XD1-6 50XD1-8 55XD1-A-5 55XD1-B-5 7580XD-5
渡辺・伊能 森井・中町 栗田・当原 森田・森田 権守・高野 柿沼・柿沼 五十嵐・幾田 小島・小島 斉藤・常田

(泉ＦＣ･スペースシャトル) (ＷＩＮＺ＿ＢＣ･大正クラブ) (竹山) (戸塚区) (走水･アビス) (菊名バドミントンクラブ) (ＮＩＳＳＡＮ･モアーズ) (教職員連盟･ユーバー) (戸塚エルダーズ)
大橋・大橋 甘粕・中尾 東郷・京橋 寺口・薄永 松本・酒向 今任・片受 吉田・中村 永瀬・鍛冶 後藤・松川
(ＤＵＣＫＳ) (泉区･モアーズ) (泉区･大正クラブ) (日本ゼオン･ドリーム) (（金沢区）･ファミリー) (ＯＰＳ) (ヨコハマドンキーズ･はね・はね) (都筑･アカシヤ) (走水)

16:30 45XD2-決勝 50XD2-4 60XD1-4 65XD-交流 50XD1-9 55XD1-A-6 55XD1-B-6 7580XD-6
関・金澤 片倉・片山 小谷・東中川 龍崎・箭内 鈴木・中里 青木・青木

決勝 (上の宮クラブ･Ｂクラブ) (ジコチュウ･ＦＭＣ) 交流① (ジコチュウ･レインボー) (南六浦バドミントンクラブ･南エンジェルス) (セティング･グリーン) (栄ＡＢＣ)
田村・山口 塩澤・小林 鎌倉・鎌倉 篠原・梅澤 長谷川・小泉 村上・谷
(フリー) (フリー･グローアップ) (フリー) (オールドラック･エース) (ＣＬＵＢＫ２･モアーズ) (戸塚エルダーズ)

17:00 45XD2-交流 50XD2-5 60XD1-5 65XD-交流 65XD-交流 50XD1-10 55XD1-決勝
竹内・河野 清水・葛西 内海・鈴木

交流① (泉区･昴) (ＩＢＳ･モアーズ) 交流② 交流③ (健志台クラブ) 決勝
田村・山口 塩澤・小林 柿沼・柿沼
(フリー) (フリー･グローアップ) (菊名バドミントンクラブ)

17:30 45XD2-交流 50XD2-6 60XD1-6
関・金澤 片倉・片山

交流② (上の宮クラブ･Ｂクラブ) (ジコチュウ･ＦＭＣ)

矢村・前村 辻・武智
(ＲＩＢＢＯＮ) (ＩＢＳ･森クラブ)
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