
　　１．　開　　会　　宣　　言　　　　　　服　部

　　２．　会　　長　　挨　　拶　　 松　本　さ　と　し

　　３．　競技上の注意　 　　　　　　　　松　下　・　菅　野

　　　　（１）試合形式 ◎ リーグ内で総当り戦、決勝Tはありません

　　　　（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 ◎ ブロック内で相互審判とします

　　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。

　　　競　技　進　行　役　員

　　　　　　　　期　日　　　平成２３年　２月２７日（日）

　　　　　　　　会　場　　　泉スポーツセンター

　　　　　　　　主　催　　　泉 区 体 育 協 会

第２４回　泉区ミックスバドミントン大会

　　　　　　　　主　管　　　泉区バドミントン協会

　　　　開　　会　　式 （９：００）

本　　　部 甘粕　・　葛西　・　中尾　・　山田

受　　付　・　会　計 佐武　・　桜田　・　飯塚

Ｐ　Ｃ（写　真） 下村　・　長谷川　・　(曽根)

進　行　・　記　録 幾田　・　高橋　・　大村　・　鍛冶　・　菅野　・　松下

賞　　　状 中尾　・　甘粕



9:00集合

9:30 山口 明 栄区 石川 一郎 中田ＦＣ 石井 孝司 泉ＦＣ 大石 義隆 チェリーズ 服部 博兼 泉ＦＣ 山田 政幸 いちょう 久保田 和男 ヨコスカ 東 清 西が岡 小林 紳一郎 西が岡

田中 弘子 モアーズ 本間 芳子 さくらんぼ 武智 孝子 森クラブ 石丸 洋子 チェリーズ 服部 幸恵 モアーズ 森田 奈津江 トウィンクル 久保田 美代子 ヨコスカ 海保 麻美 グローアップ 小林 弥生 グローアップ

杉崎 健太郎 市役所 加藤 清 西が岡 笹森 孝彦 中田ＦＣ 横溝 邦男 緑園ＨＣ 板井 宏有 ネオポリス 安川 耕司 中田ＦＣ 伊藤 二三夫 いちょう 長谷川 芳文 ダックス 大泉 裕之 泉ＦＣ

杉崎 由布子 市役所 石塚 智子 グローアップ 石井 修子 サンパルス 横溝 政子 緑園ＨＣ 杉山 雅代 庄戸 立花 好美 トウィンクル 森 敬子 いちょう 長谷川 真奈美 ダックス 大泉 智恵子 プリティーズ

木村 悠 Ｄ－ｂａ 永田 稔 消防 堀内 明男 中田ＦＣ 高橋 孝行 中田ＦＣ 野村 勉 西が岡 中山 賢策 西が岡 佐武 俊明 泉ＦＣ 中村 元気 戸塚教室 横川 真一 ｌａｓｈ

嶽 瑶子 Ｄ－ｂａ 平塚 富美子 グローアップ 堀内 玲子 グローアップ 長野 千代子 トウィンクル 天満 キミ子 グローアップ 橋本 美実 サンパルス 阿部 五月 モアーズ 中村 友文美 戸塚教室 宮原 直子 ｌａｓｈ

松下 健太 下和泉 工藤 政実 戸塚区 星野 総一 舞岡ＢＣ 山西 利信 西が岡 長谷川 秀信 チェリーズ 飯塚 喜久雄 フリー 曽根 雅之 中田ＦＣ 斉藤 亮 あすなろ 下村 章吾 日立ソフト

高橋 智子 プリティーズ 中町 扶美代 戸塚区 土井 邦子 さくらんぼ 加藤 恵 グローアップ 長谷川 尚子 チェリーズ 飯塚 みどり フリー 笹川 みつ子 トウィンクル 姫野 由美子 あすなろ 三富 恵里奈 日立ソフト

12:00集合

12:30 前田 剛 栄区 笠原 和茂 ダックスⅡ 渡辺 直人 ラッキー 上村 吉雄 西が岡 後藤 正和 ヨコスカ 長沢 俊充 中田ＦＣ 古賀 直樹 フリー 朝倉 健司 中田ＦＣ 肥田 拓之 西が岡

葭谷 陽子 栄区 安藤 昌子 ユーバー 鍛冶 典子 グローアップ 安西 三枝子 グローアップ 松川 君代 ヨコスカ 石田 和恵 スペースシャトル 大森 綾子 スペースシャトル 赤木 久美 プリティーズ 肥田 浩子 グローアップ

間宮 吉樹 しゃぼんダマ 小原 英義 横浜消防 尾崎 裕一 消防 大橋 和徳 ダックス 米山 富雄 中田ＦＣ 松本 光史 栄区 松浦 徳朗 中田ＦＣ 中山 雄一 西が岡 竹内 武春 中田ＦＣ

西久保 栄子 アビス 杉森 泰子 あかしあ 飯塚 由美 さくらんぼ 大橋 祐子 ダックス 服部 めぐみ モアーズ 渋谷 和美 栄区 石田 かつみ サンパルス 中山 陽子 グローアップ 大川 美樹子 モアーズ

仲山 清久 今宿マスターズ 楢木 真司 ラグーン 五十嵐 功 東電 今野 秀喜 ハイクリア 森下 東三 いちょう 菅野 剛 消防 長谷川 哲司 西が岡 泉 竜矢 コスモス 海老原 秀明 下和泉

嶌田 京子 はないかだ 須田 美江 ＬＡＰ 葛西 睦 モアーズ 高橋 由香 ハイクリア 浜中 明子 フリー 新垣 みき 消防 野村 圭子 グローアップ 中島 洋子 スペースシャトル 梁取 加代 フリー

甘粕 完治 中田ＦＣ 辻 英男 フリー 根本 道夫 市役所 菊地 公正 日立ＢＳ 鈴木 富士男 いずみ野 山中 健吾 ｌａｓｈ 植山 勇 フリー 志柿 邦之 ｌａｓｈ 冨澤 亮 ｌａｓｈ

大庭 弘子 フリー 片山 美紀 ＦＭＣ 幾田 ひとみ モアーズ 大穂 協子 日立ＢＳ 山片 百合子 モアーズ 栗田 百合子 ｌａｓｈ 本田 路子 フリー 相沢 綾香 ｌａｓｈ 山崎 由貴恵 ｌａｓｈ

14:30集合

15:30 三好 章 県庁 吉澤 裕 ＣＬＵＢＫ２ 横田 治彦 中田ＦＣ 水野 康 西が岡 平松 一郎 消防

鴇田 江利香 モアーズ 内田 直美 ＣＬＵＢＫ２ 田代 寿美子 モアーズ 﨑田 敦子 グローアップ 田嶋 亜紀子 さくらんぼ

関野 雄二 ピエロ 小宮 直人 ＯＧＢＰ 名波 巧治 消防 草野 剛 ＯＧＢＰ 市川 薫 中田ＦＣ

関野 光絵 フリー 斎藤 日出子 ＯＧＢＰ 雨宮 奈未 さくらんぼ 村田 由里香 ＯＧＢＰ 松井 由維 フリー

小泉 佑介 下和泉 田中 裕之 ＯＧＢＰ 田代 篤史 ＡＢＣ 小島 正広 エース 中山 亮 ＺＡＰ

野口 みなみ 下和泉 野上 宏子 中田ＦＣ 田代 公子 ＡＢＣ 小島 典子 エース 金子 由希恵 ＺＡＰ

天野 誠 すい星 栖原 博幸 消防 椎葉 誠一 ＯＧＢＰ 浅田 治男 消防 笹谷 博史 ＡＢＣ

天野 珠里 すい星 菅谷 美香 サンパルス 高橋 千栄子 モアーズ 笹森 美智代 さくらんぼ 高橋 治香 ＡＢＣ

最終更新日：H 23.02.26(Sat)
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第２４回泉区ミックスバドミントン大会

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9:30 X D A X D S A X D S A X D S B X D S C X D S C X D S B X D C X D C

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

10:00

B-2 B-2 E-2 B-2 A-2 B-2 A-2 B-2 C-2

10:30

B-3 B-3 E-3 B-3 A-3 B-3 A-3 B-3 C-3

11:00

B-4 B-4 E-4 B-4 A-4 B-4 A-4 B-4 C-4

11:30

B-5 B-5 E-5 B-5 A-5 B-5 A-5 B-5 C-5

12:00

B-6 B-6 E-6 B-6 A-6 B-6 A-6 B-6 C-6

12:30 X D S A X D S A X D S A X D C X D S B X D B X D B X D B X D B

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

13:00

A-2 C-2 D-2 A-2 C-2 A-2 B-2 C-2 D-2

13:30

A-3 C-3 D-3 A-3 C-3 A-3 B-3 C-3 D-3

14:00

A-4 C-4 D-4 A-4 C-4 A-4 B-4 C-4 D-4

14:30

A-5 C-5 D-5 A-5 C-5 A-5 B-5 C-5 D-5

15:00

A-6 C-6 D-6 A-6 C-6 A-6 B-6 C-6 D-6

15:30 X D A X D A X D A X D A X D A

A-1 C-1 D-1 E-1 F-1

16:00

A-2 C-2 D-2 E-2 F-2

16:30

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

17:00

A-4 C-4 D-4 E-4 F-4

17:30

A-5 C-5 D-5 E-5 F-5

18:00

A-6 C-6 D-6 E-6 F-6

H 23.02.27(Sun)

高　橋　・　鍛　冶 服　部　・　桜　田幾　田　・　松　下


