
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 10コート

09:50 A-1 A-2 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3 D-1 D-2
寄せ鍋 オーマイＡ オーマイＢ ウェストウィング マルモリガリ オーマイＣ 浄心クラブ ｓｊ 我が君 オーマイＤ

つるおかクラブ ＳＭＩＬＥ インターバド 中川シアトル 吉田組 からまわり 名塚クラブ マックス善勝 むぎむぎ もこみちーず

10:30 A-3 A-4 B-4 B-5 B-6 C-4 C-5 C-6 D-3 D-4
三好 寄せ鍋 オーマイＢ 吉田組 マルモリガリ オーマイＣ マックス善勝 ｓｊ ＧＰ 我が君

つるおかクラブ ＳＭＩＬＥ 中川シアトル インターバド ウェストウィング 名塚クラブ からまわり 浄心クラブ むぎむぎ もこみちーず

11:10 A-5 A-6 B-7 B-8 B-9 C-7 C-8 C-9 D-5 D-6
オーマイＡ ＳＭＩＬＥ オーマイＢ 吉田組 マルモリガリ オーマイＣ マックス善勝 ｓｊ オーマイＤ もこみちーず

三好 つるおかクラブ ウェストウィング 中川シアトル インターバド 浄心クラブ 名塚クラブ からまわり ＧＰ むぎむぎ

11:50 A-7 A-8 B-10 B-11 B-12 C-10 C-11 C-12 D-7 D-8
寄せ鍋 オーマイＡ オーマイＢ ウェストウィング マルモリガリ オーマイＣ 浄心クラブ ｓｊ 我が君 オーマイＤ

三好 つるおかクラブ 吉田組 インターバド 中川シアトル マックス善勝 からまわり 名塚クラブ ＧＰ むぎむぎ

12:30 A-9 A-10 B-13 B-14 B-15 C-13 C-14 C-15 D-9 D-10
三好 オーマイＡ オーマイＢ 吉田組 中川シアトル オーマイＣ マックス善勝 名塚クラブ ＧＰ オーマイＤ

ＳＭＩＬＥ 寄せ鍋 マルモリガリ ウェストウィング インターバド ｓｊ 浄心クラブ からまわり もこみちーず 我が君
13:10 1位T-1 1位T-2 2位T-1 2位T-2 3位T-1 3位T-2 4位T-1 4位T-2 5位T-1 5位T-2

Ａ－１位 Ｃ－１位 Ａ－２位 Ｃ－２位 Ａ－３位 Ｃ－３位 Ａ－４位 Ｃ－４位 Ａ－５位 Ｃ－５位
Ｂ－１位 Ｄ－１位 Ｂ－２位 Ｄ－２位 Ｂ－３位 Ｄ－３位 Ｂ－４位 Ｄ－４位 Ｂ－５位 Ｄ－５位

13:50 6位T決勝

Ｂ－６位
Ｃ－６位

地域スポーツセンターバドミントン交歓大会タイムテーブル　　　令和２年１１月２８日　名古屋市枇杷島ＳＣ

1位T決勝 2位T決勝 3位T決勝 4位T決勝 5位T決勝

団　体

オーマイガットＡ 西塚 慎太郎 伏屋 有起 橋本 賢治 濵野 絵美 鴨志田 礼香 東 美鈴

寄せ鍋 水野 博貴 小倉 翔 福田 愛美 加藤 理紗子 川口 瑠唯

三好 鶴田 久幸 谷村 高宏 水野 貴誠 富岡 茉美 鈴木 千里 谷村 晏奈

ＳＭＩＬＥ 丁 謙一郎 安藤 芳徳 磯村 江美 可知 浩子

つるおかクラブ 米須 準 内山 泰久 村松 賢二 鈴木 理恵 大谷 敦子 成瀬 しのぶ

オーマイガットＢ 馬場 雄一 小川 新太 濱本 昌也 馬場 菜七子 平松あかね 大橋 未紀

マルモリガリ 井上 聖悟 岡田 拓馬 田畑 佳樹 小佐々美千代 田中 江理子 山台 まみ

吉田組 堀井 昭孝 内田 圭 森 大二 吉田 朋子 山本 康子 市野 寿子

ウェストウィング 野田 登喜雄 中嶋 外志夫 岡野 和正 今飯田 アツコ 関 ジュンコ

中川シアトル 浅岡 徳文 神野 弘治 神野 弘治 浅岡 悦子 神野 絵美 井上 有紀

インターナショナルバドミントン 青山 春樹 ファイザール アチョイ プンサゴール ウパポン 倉澤 大樹 張 文晶 北川 茉実 山内 みのり 山形 ちはる

オーマイガットＣ 小椋 悠司 榊原 聡真 三島 将 小海 那恵 坂井 綾美 貝原 星乃

ｓｊ 谷川 隼也 荷川取 天 篠原 大樹 谷川 涼子 荷川取 茜 鈴木 香純

マックス善勝（よしかつ） 加藤 元久 生田 純也 梶野 博規 加藤 典子 井口 世津子 松永 里美

浄心クラブ 前田 博 後藤 武彦 横山 陽一 鹿島 恵子 伊藤 春奈

名塚クラブ 西田 譲治 中西 宏 山田 延弘 伊藤 ユリ 松岡 タマミ 奥 ヨシエ

からまわり 寺西 克博 鬼頭 幸裕 沖 和彦 杉本 真由美 羽田 季恵 横井 博美

オーマイガットＤ 五十嵐 貴輝 村田 拓哉 段 侑樹 安藤 悠花 國田 佳子

我が君 森田 貴士 家垣 昂佑 武田 峻輔 森田 恵里奈 木村 唯菜 広瀬 愛

ＧＰ 浅井 友輔 平田 義行 亀山 真知子 荒木 菜帆

もこみちーず 飯田 一博 大岩 守道 志賀 潮路 飯田 敦子

むぎむぎ 望月 健夫 岡部 和也 豊浦 展旨 長谷川 由紀 山口 カオリ 仙田 沙織

選　　　　 手      
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