
　　１．　開　　会　　宣　　言　　　　　　鍛　治

　　２．　会　　長　　挨　　拶　　 松　本　さ　と　し

　　３．　競技上の注意　 　　　　　　　　松　下

　　　　（１）試合形式 ◎ リーグ内で総当り戦、決勝Tはありません
◎ ３チームリーグ(MA-B,MA-CとMSA-A,MSA-B)は

それぞれ順位決定戦を行います

　　　　（２）試合ポイント ◎ ２１ポイント３ゲーム(２ゲーム先取)のラリーポイント方式

各ゲーム全て、２１ポイント（最大３０ポイントまで）

　　　　（３）試合順番 ◎ タイムテーブルに従い進行
◎ 試合の進行状況によっては並行で行う場合もあります

選手はコートから離れないようお願いします

　　　　（４）審　　判 ◎ リーグ内で相互審判とします

　　４．その他連絡事項　 甘　粕

◎ 貴重品は各自で責任を持って保管してください
◎ 飲食時などのゴミは各自でお持ち帰りください
◎ 駐車場はありません、公共交通機関をご利用ください
◎ 近隣道路への路上駐車は厳禁です

進　行　・　記　録 服部　・　高橋　・　松下　・　鍛治　・　幾田　・　菅谷　・　田村

賞　　　状 中尾　・　甘粕

本　　　部 甘粕　・　葛西　・　中尾　・　山田

受　　付　・　会　計 茂木　・　桜田　・　石井

Ｐ　Ｃ（写　真） 長谷川　・　菅野　・　下村　・　(曽根)

競　技　進　行　役　員

　　　　　　　　期　日　　　平成２３年　５月２２日（日）

　　　　　　　　会　場　　　泉スポーツセンター

　　　　　　　　主　催　　　泉 区 体 育 協 会

第４４回　泉区一般男女バドミントン大会

　　　　　　　　主　管　　　泉区バドミントン協会

　　　　開　　会　　式 （９：００）
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9:00集合

9:30 竹野 裕子 パピヨン 丸岩 祐子 プリティーズ 佐藤 三智代 栄教室ＯＧ会 倉野 みどり トゥインクル 依田 礼理 ＬＡＰ 佐武 俊明 泉ＦＣ 安川 耕司 中田ＦＣ 森下 東三 いちょう 大島 登起子 プリティーズ

望月 孝子 パピヨン 保坂 恭子 プリティーズ 桑原 恵子 フリー 井上 祐子 トゥインクル 葛西 睦 モアーズ 堀内 明男 中田ＦＣ 山木 良藏 中田ＦＣ 山田 政幸 いちょう 森 京子 プリティーズ

福本 直子 スペースシャトル 菊池 吹雪 領家中 武田 幸子 グローアップ 藤木 由佳 プリティーズ 菅谷 美香 サンパルス 原 雅文 西が岡 久保井 博昭 日立ソフト 宇野 津紀男 いずみ野 河原 永子 さくらんぼ

栃村 里花 スペースシャトル 高柳 夏光 領家中 田辺 孝子 グローアップ 安西 美幸 プリティーズ 御園 美紀 サンパルス 東 清 西が岡 下村 章吾 日立ソフト 服部 博兼 泉ＦＣ 川辺 文恵 教室

大泉 智恵子 プリティーズ 村山 鹿園 スペースシャトル 乾 由美子 スペースシャトル 平沢津 ゆかり さくらんぼ 川野 祐子 メークイン 伊藤 二三夫 いちょう グエン・ディン・トァン いちょう 土橋 正彦 消防 松本 真矢 トゥインクル

菅野 詩織 プリティーズ 埋田 由美子 スペースシャトル 大塚 雅江 スペースシャトル 三好 正子 さくらんぼ 幾田 ひとみ モアーズ 横溝 邦男 緑園クラブ グエン・バン・ロオイ いちょう 渡邉 崇裕 消防 安倍 佳江 トゥインクル

田嶋 結里花 領家中 渡鍋 杏里 泉が丘中学 斉藤 貴美恵 プリティーズ 河原 採代 泉が丘中学 田中 早苗 はまなん 富山 裕貴 秀英高校 田中 友章 秀英高校 大墨 美佐子 スペースシャトル

小林 彩香 領家中 鴇田 舞 泉が丘中学 飯島 由美子 プリティーズ 大房 夏海 泉が丘中学 鍛冶 典子 グローアップ 赤坂 一郎 旭区 見田 海斗 秀英高校 金西 祐希 秀英高校 伊能 教代 スペースシャトル

11:30集合 栗原 浩一 旭区

12:00 辻 英雄 フリー 桜庭 学 ＯＧＢＰ 加藤 清 西が岡 笹森 孝彦 中田ＦＣ 飯田 修 Ｌ／ＦＩＮＡＬ 石川 一郎 中田ＦＣ 橋本 美穂子 左近山 中島 洋子 スペースシャトル 久永 文子 プリティーズ

矢野 潔 フリー 椎葉 誠一 ＯＧＢＰ 中山 雄一 西が岡 朝倉 健司 中田ＦＣ 安楽岡 信夫 Ｌ／ＦＩＮＡＬ 米山 富雄 中田ＦＣ 大沼 摩耶 左近山 大森 綾子 スペースシャトル 杉本 いずみ プリティーズ

石井 孝司 泉ＦＣ 中山 亮 ＺＡＰ 片桐 裕司 下和泉 佐々木 豊 Ｌ／ＦＩＮＡＬ 山西 利信 西が岡 山本 茂実 ＫＢＣ 入内嶋 みゆき サンパルス 石川 恵子 プリティーズ 中丸 桂子 トゥインクル

吉川 樹男 泉ＦＣ 小泉 佑介 ＺＡＰ 海老原 秀明 下和泉 池田 佳雄 Ｌ／ＦＩＮＡＬ 山西 信一郎 西が岡 曽根 雅之 中田ＦＣ 太田 郁子 サンパルス 大村 聡子 プリティーズ 渡部 智賀子 トゥインクル

甘粕 完治 中田ＦＣ 安西 潤一 下和泉 菅野 剛 消防 杉本 優志 秀英高校 井向 雄寛 秀英高校 赤羽 依子 スペースシャトル 新垣 みき フリー 黒田 広美 スペースシャトル

池田 信章 デリバリイケダ 荻野 正史 下和泉 斉藤 大輔 消防 川村 啓祐 秀英高校 神永 仁 秀英高校 一瀬 浩美 市役所 石田 和恵 スペースシャトル 梁取 加代 フリー 立石 エリサ スペースシャトル

尾崎 裕一 消防 国枝 英樹 市役所 櫻井 一貴 コーチ 長嶺 岳斗 泉が丘中学 鈴木 圭祐 泉が丘中学 栖原 博幸 市役所 大川 美樹子 モアーズ 山崎 由貴恵 下和泉 足立 里美 フリー

永田 稔 消防 斎藤 裕史 市役所 井上 麻奈人 秀英高校 増田 和弥 泉が丘中学 中西 楓 泉が丘中学 横田 治彦 中田ＦＣ 小室 美雪 モアーズ 柳澤 綾美 下和泉 廣田 幸恵 フリー

14:00集合 松浦 徳朗 中田ＦＣ

14:30 野村 和代 はまなん 笹森 美智代 さくらんぼ 田村 尚美 さくらんぼ 中尾 佐代子 モアーズ 持田 鈴子 サンパルス 平松 一郎 消防

三枝 直子 はまなん 雨宮 奈未 さくらんぼ 小倉 栄 さくらんぼ 溝井 扶美子 緑園 橋本 美実 サンパルス 臼井 健一 消防

鎌田 綾子 ＺＡＰ 夏目 恵子 サンパルス 周尾 由美子 瀬谷 野村 圭子 グローアップ 佐藤 裕子 スペースシャトル

嶽 瑶子 Ｂ－ＣＵＢＥ 田中 朋子 サンパルス 竹田 康子 中田メイト 中山 陽子 グローアップ 茂木 久美子 スペースシャトル 梅澤 寛 日立

橋本 めぐみ ＯＧＢＰ 野口 みなみ ＺＡＰ 石井 修子 サンパルス 木下 智枝 トゥインクル 金井 美幸 左近山 小原 英義 消防

奥住 祐子 ＯＧＢＰ 金子 由希恵 ＺＡＰ 石田 かつみ サンパルス 長野 千代子 トゥインクル 梶川 真理子 左近山 長沢 俊充 中田ＦＣ

船山 純子 ｕｐｕｐ 田代 寿美子 モアーズ 小泉 真理 モアーズ 山片 百合子 モアーズ 桜田 なほみ サンパルス 竹内 武春 中田ＦＣ

鴇田 江利香 モアーズ 高橋 千栄子 モアーズ 西久保 栄子 モアーズ 横溝 政子 サンパルス 海保 麻美 グローアップ 名波 巧治 消防

関 雅典 キャノン

H 23.05.22(Sun)

第 ４４ 回 泉 区 一般男女 バ ド ミ ン ト ン 大 会

7 8 9

MSB-A (MSB-Bと交互) MC-B MC-A LC-E

1 6

LC-A LC-B LC-C LC-D LA-B

2 3 4 5

MB-B MB-CMA-A

MA-C (MA-Bと交互)

MA-B (MA-Cと交互)

MSB-B (MSB-Aと交互)

LB-CLA-ELA-D

LC-FMB-A

LA-A LA-C

LB-BMSA-A LB-A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

9:30 L C L C L C L C L A M S B M C M C L C

A-1 B-1 C-1 D-1 B-1 A-1 B-1 A-1 E-1

9:55

A-2 B-2 C-2 D-2 B-2 B-1 B-2 A-2 E-2

10:20

A-3 B-3 C-3 D-3 B-3 A-2 B-3 A-3 E-3

10:45

A-4 B-4 C-4 D-4 B-4 B-2 B-4 A-4 E-4

11:10

A-5 B-5 C-5 D-5 B-5 A-3 B-5 A-5 E-5

11:35

A-6 B-6 C-6 D-6 B-6 B-3 B-6 A-6 E-6

12:00 M S A M A M B M B M B L B L B L C

A-1 A-1 A-1 B-1 C-1 一位同士 B-1 A-1 F-1

12:25

A-2 A-2 A-2 B-2 C-2 二位同士 B-2 A-2 F-2

12:50

A-3 A-3 A-3 B-3 C-3 三位同士 B-3 A-3 F-3

13:15 M A

A-4 A-4 A-4 B-4 C-4 B-1 B-4 A-4 F-4

13:40

A-5 A-5 A-5 B-5 C-5 C-1 B-5 A-5 F-5

14:05

A-6 A-6 A-6 B-6 C-6 B-2 B-6 A-6 F-6

14:30 L A L A L A L A L B

A-1 C-1 D-1 E-1 C-1 C-2

14:55

A-2 C-2 D-2 E-2 C-2 B-3

15:20

A-3 C-3 D-3 E-3 C-3 C-3

15:45

A-4 C-4 D-4 E-4 C-4 一位同士

16:10

A-5 C-5 D-5 E-5 C-5 二位同士

16:35

A-6 C-6 D-6 E-6 C-6 三位同士

H 23.05.22(Sun)

第２４回泉区ミックスバドミントン大会
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