
　１．　開　会　宣　言　　　　　　菅　谷

　２．　会　長　挨　拶　　 松本さとし

　３．　競技上の注意　 　　　　　　　　菅　野

　　　（１）試合形式 ◎ リーグ内で総当り
◎ 順位決定戦は行いません

◎ 受付終了後、開会式までに全試合のオーダー表を出してください

　　　（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
最大３１ポイントまでとします

★ ＢクラスＢブロックの４チームリーグについては、
２１ポイント打ち切り、ファイナルは１５ポイントまでです

　　　（３）試合順番 ◎ タイムテーブルに従い進行します
◎ 試合順序は、女子Ｗ、混合Ｗ、男子Ｗ

◎ 進行の遅れた試合は空きコートで適宜実施します

　　　（４）審　　判 ◎ 審判は同一ブロックの試合がないチームが担当してください
４チームリーグのところは相互審判でお願いします

　４．その他連絡事項　 葛　西

◎ 貴重品は各自で責任を持って保管してください。
◎ 飲食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。

　　　競　技　進　行　役　員

甘粕　・　葛西　・　服部　・　山田

本　　　部 甘粕　・　葛西　・　服部　・　山田
受　　付　・　会　計 石井　・　田村　・　茂木

Ｐ　　　Ｃ 長谷川　・　鍛治　・　下村

賞　　　状

　　　　　　　　主　管　　　泉区バドミントン協会

　　　　開　　会　　式 （９：１５）

進　　　行 高橋　・　櫻田　・　幾田　・　菅谷

　　　　　　　　期　日　　　平成２４年　９月１６日（日）

　　　　　　　　会　場　　　泉スポーツセンター

　　　　　　　　主　催　　　泉 区 体 育 協 会

　泉区クラス別団体戦バドミントン大会

第２５回

　　　　　　　　後　援　　　泉　区　役　所
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H24.09.16(Sun)
団　体 選　　手　　名

ＡクラスＡブロック ＰＥＡＣＥ 天野　誠 春原　剛 根元　和貴
(12時30分集合) 天野　珠里 根元　麻里 春原　ゆり

ＡＢＣ 木門　貴啓 吉田　智哉 福岡　万平
1,2コート 鈴木　真衣 高橋　治香 鈴木　奈代

ｔｅａｍ ＰＯＷＤＥＲ 平野　翔太 齋藤　翔 立澤　雄一郎
水間　可奈 橋本　まゆみ 平野　晶子

団　体 選　　手　　名
ＡクラスＢブロック ＡＢＣ－２ 鈴木　正樹 田代　篤史 見原　直孝
(12時30分集合) 小川　恵子 田代　公子 見原　慈子

西が丘 松尾　淳一郎 篠原　周作 長谷川　道人
2,3コート 梅沢　真美 小泉　真理 大橋　真奈美

３９ｅｒｓ 国枝　英樹 斉藤　裕史 梅澤　寛
菅谷　美香 渡辺　悦子 田中　朋子

団　体 選　　手　　名
ＡクラスＣブロック ＯＧＢＰ 椎葉　誠一 横山　芙美恵 清水　三郎
(12時30分集合) 高橋　玲子 大久保　勝正 大久保　泉

チェリブロ 加藤　拓也 加藤　厳太 加藤　大希
7,8コート 助永　愛 永井　萌 中村　友文美

Ｄ－ｂａ 小屋原　智一 草野　行輔 坂本　基博
栗原　亜紀 嶽　瑤子 楠元　ふみ代

団　体 選　　手　　名
ＡクラスＤブロック モアーズ 葛西　睦 幾田　ひとみ 田中　広子
(女子ＡクラスＡブロック） 田代　寿美子 五十嵐　義子 鴇田　江利香
(12時30分集合) グローアップ 鍛治　典子 菅野　光江 野上　宏子

渡辺　直人 甘粕　完治 石井　孝司
8,9コート 消防 中本　繁一 永田　稔 浅田　治男

鍛　享子 島田　直美 筒井　由香
団　体 選　　手　　名

ＡクラスＥブロック さくらんぼ 笹森　美千代 小田島　陽子 鈴木　眞美
(女子ＡクラスＢブロック） 田嶋　亜紀子 天満　清美 田村　尚美
(9時00分集合) グローアップモアーズ 中山　陽子 中尾　佐代子 服部　めぐみ

松澤　ひとみ 松浦　愛 小池　ちえみ
7,8コート グローアップ２ 荒川　由美子 富田　晴子 崎田　敦子

平塚　富美子 畠山　啓子 川村　千鶴子

団　体 選　　手　　名
ＢクラスＡブロック ＧＯＮＴＡ 尾崎　朋広 加藤　清 権田　俊也
(12時30分集合) 高橋　千栄子 安田　朋子 高橋　美保

泉区乃羽 高橋　祐太 長嶺　大輔 長嶺　岳斗
4,5,6コート 狭間　菜摘 山田　志穂 宇野　絵梨

ＯＺＯＢＧ 菅野　剛 稲本　幹人 笠原　真行
戸倉　美和 山本　久美恵 荒井　千鶴

団　体 選　　手　　名
ＢクラスＢブロック 日立ソフト 玉木　克 角入　聡 波多野　通高
(9時集合) 大穂　協子 梅田　恵子 松原　恵里子

中田ＳＳ 長沢　俊充 竹内　武春 松浦　徳朗
5,6コート 石田　和恵 大森　綾子 中谷　一美

石田　耕大
アソシエ 吉田　修 橋本　太一 汲川　宏一

吉田　詩子 江口　文子 汲川　茉莉
羽根ちゃんず 中山　雄一 山崎　敏広 鈴木　礼

鈴木　早苗 近藤　有紀 勝間田　梨奈
団　体 選　　手　　名

ＢクラスＣブロック みっちぇるず 長谷川　美鶴 長谷川　洸介 渡辺　太一
長谷川　ひろみ 川井　益美 渡辺　真弓

(9時集合) 梁取　加代
緑園１丁目 宮崎　雅昭 山本　茂美 堀端　富秋

1,2コート 横溝　政子 佐々木　順子 藤井　佐月
ＭＪなんじゃらほい 河﨑　敦史 鈴木　勝 板澤　健一

仲座　夏子 勝亦　勝美 竹田　康子
団　体 選　　手　　名

ＢクラスＤブロック チームトトロ 綱島　強 笹森　孝彦 高橋　孝行
(9時集合) 勝部　典子 斉藤　安恵 石井　修子

緑園２丁目 柴田　高志 小山　包博 小川　昌之
2,3コート 井澤　美保 加藤　典子 大平　利美

西が丘ドヤ顔 肥田　拓之 上村　吉雄 東　清
野村　圭子 土屋　さと子 肥田　浩子

団　体 選　　手　　名
ＢクラスＥブロック ハットトリック 服部　和己 米山　富雄 埋田　健伍
(9時集合) 埋田　由美子 栃村　里花 平澤津　ゆかり

モアーズ＆ソフト 久保井　博昭 下村　章吾 樋口　弘志
4コート 福原　朋枝 小室　美雪 飛田　千浪

山岸　ゆき子
日向山 米山　水樹 佐々木　謙介 北村　駿介

米山　千春 志水　優 中南　ゆかり

団　体 選　　手　　名
ＣクラスＡブロック フェニックス 安川　耕司 安羅　武夫 佐武　俊明
(9時集合) 中丸　佳子 倉野　みどり 安倍　佳江

西が丘じじばば 野村　勉 中山　賢策 小林　紳一郎
8,9コート 天満　キミ子 小林　弥生 橋本　美実

ネオポリス 伊藤　聡 四津　啓幸 保江　雄一郎
大島　千鶴子 浅井　直美 黒永　寛子
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混合団体Ａクラス
Ａブロック

1 2

1 3

2 3

混合団体Ａクラス
Ｂブロック

1 2

1 3

2 3

混合団体Ａクラス
Ｃブロック

1 2

1 3

2 3

ＡＢＣ－２ 西が丘 ３９ｅｒｓ 勝-敗 順　位

順　位

混合団体Ａクラス

ＰＥＡＣＥ ＡＢＣ ｔｅａｍ　ＰＯＷＤＥＲ 勝-敗

ＡＢＣ

ＰＥＡＣＥ

順　位

西が丘

ｔｅａｍ　ＰＯＷＤＥＲ

チェリブロ

ＯＧＢＰ チェリブロ Ｄ－ｂａ 勝-敗

Ｄ－ｂａ

ＡＢＣ－２

ＯＧＢＰ

３９ｅｒｓ



 
女子団体Ａクラス
Ａブロック

1 2

1 3

2 3

女子団体Ａクラス
Ｂブロック

1 2

1 3

2 3

さくらんぼ グローアップモアーズ グローアップ２ 勝-敗 順　位

順　位

女子団体Ａクラス

消防 グローアップ ＯＧＢＰ 勝-敗

グローアップ

モアーズ

グローアップモアーズ

消防

グローアップ２

さくらんぼ



 
混合団体Ｂクラス
Ａブロック

1 2

1 3

2 3

混合団体Ｂクラス
Ｂブロック

1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

混合団体Ｂクラス
Ｃブロック

1 2

1 3

2 3

混合団体Ｂクラス

ＧＯＮＴＡ 泉区乃羽 ＯＺＯＢＧ 勝-敗 順　位

ＧＯＮＴＡ

泉区乃羽

ＯＺＯＢＧ

日立ソフト 中田ＳＳ アソシエ 羽根ちゃんず 勝-敗 順　位

日立ソフト

中田ＳＳ

アソシエ

羽根ちゃんず

みっちぇるず 緑園１丁目 ＭＪなんじゃらほい 勝-敗 順　位

みっちぇるず

緑園１丁目

ＭＪなんじゃらほい



混合団体Ｂクラス
Ｄブロック

1 2

1 3

2 3

混合団体Ｂクラス
Ｅブロック

1 2

1 3

2 3

順　位

緑園２丁目

混合団体Ｂクラス

チームトトロ 緑園２丁目 西が丘ドヤ顔 勝-敗

ハットトリック モアーズ＆ソフト 日向山 勝-敗 順　位

チームトトロ

モアーズ＆ソフト

西が丘ドヤ顔

日向山

ハットトリック



 

1 2

1 3

2 3

フェニックス

ネオポリス

勝-敗 順　位

西が丘じじばば

混合団体Ｃクラス

混合団体Ｃクラス フェニックス 西が丘じじばば ネオポリス



1 2 3 4 5 6 7 8 9
9時集合

10:00 B-D B-E C-A

①ＷＤ ①XD ①ＷＤ ①ＷＤ ①ＷＤ ②ＷＤ ①ＷＤ ①XD ①ＷＤ

①ＭＤ ①XD ①ＭＤ ①ＸＤ ①ＸＤ ②ＸＤ ①ＭＤ ①XD ①ＭＤ

②ＷＤ ②ＷＤ ②ＸＤ ①ＭＤ ①ＭＤ ②ＭＤ ②ＷＤ ②ＷＤ ②ＸＤ

②ＸＤ ②ＭＤ ②ＭＤ ②ＷＤ ③ＷＤ ④ＷＤ ②ＸＤ ②ＭＤ ②ＭＤ

③ＷＤ ③ＸＤ ③ＷＤ ②ＸＤ ③ＸＤ ④ＸＤ ③ＷＤ ③ＸＤ ③ＷＤ

③ＭＤ ③ＸＤ ③ＭＤ ②ＭＤ ③ＭＤ ④ＭＤ ③ＭＤ ③ＸＤ ③ＭＤ
12時30分
集合

13:00 XTA-B ③ＷＤ ⑤ＷＤ ⑥ＷＤ WTA-B

①ＷＤ ①XD ①ＷＤ ③ＸＤ ⑤ＸＤ ⑥ＸＤ ①ＷＤ ①XD ①ＷＤ

①ＭＤ ①XD ①ＭＤ ③ＭＤ ⑤ＭＤ ⑥ＭＤ ①ＭＤ ①XD ①ＭＤ

②ＷＤ ②ＷＤ ②ＸＤ ②ＷＤ ②ＷＤ ②ＸＤ

②ＸＤ ②ＭＤ ②ＭＤ ①ＷＤ ①ＸＤ ①ＭＤ ②ＸＤ ②ＭＤ ②ＭＤ

③ＷＤ ③ＸＤ ③ＷＤ ②ＷＤ ②ＸＤ ②ＭＤ ③ＷＤ ③ＸＤ ③ＷＤ

③ＭＤ ③ＸＤ ③ＭＤ ③ＷＤ ③ＸＤ ③ＭＤ ③ＭＤ ③ＸＤ ③ＭＤ

Ｂ－Ａ

第２５回泉区クラス別団体戦バドミントン大会

H24.09.16(Sun)

B-C WTA-BB-B

XTA-A XTA-C
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