
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 11コート 12コート
09:30 MS-1 MS-2 MS-3 MS-4 MS-5 MS-6 MS-7 WS-1 30MS-1 30MS-2 30MS-3 35MS-1

比留木悠人 宮本章吾 齋藤侑気 澤田前 間瀬幸之介 海老原将人 細井直弥 栁瀬麻里 竹内裕詞 中村佳和 佐藤諒達 工藤邦晶
(個人登録) (大同特殊鋼) (ＲＳノナカ) (トヨタ自動車) (大同特殊鋼) (デンソー西尾) (ＳＭＡＧＡＮ) (ＳｎｏｗＤｒｏｐ) (個人登録) (ウィスタリア) (愛知製鋼) (個人登録)
山口健 石川大樹 樋口浩司 花井誠 野名拓也 大岡兄昌 上村彪人 渡瀬千尋 馬場雄一 竹上功起 山口真誉 篠原義久

(ＢｕｄＢｕｄ) (個人登録) (個人登録) (ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (東海郵政) (Ｇ．ｓｐａｎｋ) (トヨタ自動車) (トヨタ自動車) (スペースシャトル) (豊田自動織機) (ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (ＮＯＴ－ＳＯＹ)

10:00 40MS-1 40MS-2 40MS-3 45MS-1 45MS-2 45MS-3 45MS-4 45MS-5 45MS-6 45MS-7 50MS-1 50MS-2
清水和信 島岡正和 中根竜也 伊藤彰敏 市川清伸 大塚英一 角藤利明 岡田耕作 野村憲康 淡路谷浩 鬼頭武資 浜崎久義
(愛知県庁) (岐大ＢＣ) (ＢＳモリタ) (三菱重工名古屋) (ＪｕｍＳｍａ) (ＢＳモリタ) (ＪｕｍＳｍａ) (大門ＢＣ) (ＢＳモリタ) (個人登録) (大門ＢＣ) (アイシンＡＷ)

千葉誠 成富伸也 諏訪法男 永田一郎 加藤貴人 青木伸也 丹羽朋広 平林哲也 上野敏弘 小笠原一徳 長井孝史 黒住渉
(ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (愛知製鋼) (ブッチャーズ) (Ｏｈｍｙｇｕｔ) (呉越同舟) (東海興業) (パナソニックＥＳ電路) (ＲＳノナカ) (三好) (大門ＢＣ) (三菱重工名古屋) (三好ＢＣ)

10:30 50MS-3 50MS-4 50MS-5 50MS-6 50MS-7 55MS-1 55MS-2 60MS-1 60MS-2 60MS-3 65MS-1 65MS-2
西山智彦 稲垣亨 田中光 古川拓幸 北村裕幸 長田秀孝 成瀬達吉 鈴木忠 羽田吉孝 中尾豊樹 浅野勇 野呂茂治

(シャトルまかせ) (呉越同舟) (紫電会) (中川シャトル) (豊田通商) (大門ＢＣ) (大門ＢＣ) (シャトルまかせ) (愛三工業) (個人登録) (岩倉パラレル) (師勝ＢＣ)
稲垣計規 宇佐見達也 越田佳之 定月泰道 松尾廣喜 岩舘利男 森田英樹 橋村義春 佐野章 磯本朝雄 嶋田政志 豊永清孝

(ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (東海シャトルズ) (アイシンＡＷ) (三菱重工名古屋) (中川シャトル) (東海シャトルズ) (中部電力) (愛知製鋼) (ブッチャーズ) (Ｔｓｕｔｓｕｍｉ) (アイシンＡＷ) (横須賀クラブ)

11:00 65MS-3 70MS-1 MS-8 MS-9 MS-10 MS-11 MS-12 MS-13 MS-14 MS-15 MS-16 MS-17
田上義美 加藤敬 松村健太 外山亜郎 森山翼 田村汰稀 中口竜郎 谷口諒真 脇野陽 近藤拓未 立石達彦

(岩倉パラレル) (大門ＢＣ) (ジェイテクト) (デンソー) (トヨタ自動車) (トヨタ自動車) (はりーあっぷ) (トヨタ自動車) (大門ＢＣ) (大同特殊鋼) (豊田通商)
上柿正治 荒井和夫 成田大誠 成冨勇太 峰将大 堀内将弘 小坂優也 齋藤裕進 篠原大樹

(東海シャトルズ) (桜井ＢＣ) (トヨタ自動車) (大同特殊鋼) (豊田通商) (デンソー西尾) (トヨタ自動車) (トヨタ自動車) (新日鐵住金名古屋)

11:30 MS-18 MS-19 MS-20 MS-21 MS-22 MS-23 WS-2 WS-3 WS-4 WS-5 WS-6 WS-7
松本康平 谷村高宏 末松功大 神谷一志 井上洸 清田芽生 伊藤朝美 園田絵里奈 関矢夕芽 竹内優子

(ジェイテクト) (トヨタ自動車) (ＲＳノナカ) (大同特殊鋼) (東海興業) (トヨタ自動車) (豊田通商) (東海興業) (トヨタ自動車) (個人登録)
西山拓人 服部秀治 菊地拓也 小西啄矢 野中隆太郎 伊藤実佑 犬飼萌々香 井部恵理香 岸本ひなた 宮崎りの

(ＢｕｄＢｕｄ) (トヨタ自動車) (トヨタ自動車) (豊田通商) (ジェイテクト) (東海興業) (トヨタ自動車) (トヨタ自動車) (東海興業) (トヨタ自動車)

12:00 WS-8 WS-9 30MS-4 30MS-5 30MS-6 30MS-7 30MS-8 30MS-9 30MS-10 30MS-11 35WS-1 45WS-1
村本真梨 折中ミイユ 桂秀典 千葉俊輔 井上聖悟 星宮敦 木村真惇 杉本真一 山田哲也 富岡茉美 濱田明日香
(東海興業) (トヨタ自動車) (豊田自動織機) (ＲＳノナカ) (スペースシャトル) (フライト) (ＢａｄＭａｎ＇ｓ) (東海クラブ) (大門ＢＣ) (三好) (フレスカ)
石井梨紗 肥田木あかり 安井孝児 渡壁和也 加藤俊弘 多賀俊宏 一之瀬辰也 福本尚太 鈴木理子 冨田佳美
(豊田通商) (東海興業) (ＢＳモリタ) (豊田合成) (豊田自動織機) (スペースシャトル) (スペースシャトル) (豊田自動織機) (個人登録) (ＲＨＢＴ)

12:30 45WS-2 55WS-1 XD-1 XD-2 XD-3 XD-4 XD-5 30XD-1 30XD-2 35XD-1 35XD-2 40XD-1
大槻美紀 田中京子 貞方・二宮 海谷・永田 柿花・則武 貝原・座間味 小西・前田 岡東・亀山 村添・林田 永田・上田 赤木・石井 森・森
(安城) (岡崎フェニックス) (中部電力･フレスカ) (ウィスタリア･さおりＢＣ) (ｏｈｍｙｇｕｔ･ＥｎｄｌｅｓｓＢＣ) (アイシンＡＷ･ＲｉｓｅＢＣ) (豊田通商) (ＮＯＴ－ＳＯＹ･ＢｕｄＢｕｄ) (岩倉パラレル･大府) (名古屋鉄道･中川シャトル) (ＢｕｄＢｕｄ･個人登録) (ブッチャーズ･中川シャトル)

清水美紀 加藤かおり 福家・西尾 鈴木・東 東・清水 藤川・藤澤 東・濵野 仲川・竹内 長尾・國田 多久島・川﨑 鶴田・鈴木 岡・篠原
(瑞穂クラブ) (ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (豊田通商) (Ｇ．ｓｐａｎｋ) (豊田通商) (ウィスタリア･フレスカ) (Ｇ．ｓｐａｎｋ) (岩倉パラレル･ウィスタリア) (ＲｉｓｅＢＣ･横須賀クラブ) (紫電会･Ｂ－ｃｒｅｗ) (三好) (岩倉パラレル･Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ)

13:00 40XD-2 45XD-1 45XD-2 50XD-1 50XD-2 50XD-3 50XD-4 55XD-1 55XD-2 60XD-1 60XD-2 65XD-1
篠原彰・田中江理子 村上・山根 生田・竹内 岡本・近藤 冨田・高田 廣田・野々山 杉山・原田 中川・坂本 鈴木・永井 西川・西川 大河内・寶力 上前茂人・佐野信子

(不老クラブ･Ｔｓｕｔｓｕｍｉ) (中川シャトル) (振甫クラブ･Ｂ－ｃｒｅｗ) (フライト･Ｌｅａｄｅｒｓ) (紫電会･三好ＢＣ) (Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･三好ＢＣ) (ブッチャーズ･名古屋わかしゃち) (ＮＡＮＺＡＮクラブ) (ブッチャーズ･名古屋わかしゃち) (ヤングシルバー･岡崎フェニックス) (ブッチャーズ･Ｂ－ＣＲＥＷ) (大門ＢＣ･ベアーズ)

佐々木・田中 佐伯・谷口 久木田・山口 森・市野 蒲池・齋藤 福田・渋谷 松原・山西 吉田・森本 新田・門間 川原・水野 加藤・加藤 大村・西本
(グリーンクラブ･横須賀クラブ) (Ｒｏｕｎｉｎｓ･ぽっぷこーん) (Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･横須賀クラブ) (トヨタ紡織･ＪＵＰＩＴＥＲ) (デンソー･振甫クラブ) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･名古屋名城) (貴船ＢＣ･岡崎フェニックス) (横須賀クラブ･名古屋名城) (ＢＳモリタ･豊田) (名北クラブ･ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (中川シャトル) (ウィスタリア･春日井)

13:30 65XD-2 70XD-1 70XD-2 MS-24 MS-25 MS-26 MS-27 MS-28 MS-29 MS-30 MS-31 WS-10
城・城 岩田・牧村 川瀬・森

(東海シャトルズ･ブッチャーズ) (東海シャトルズ･刈谷) (ＮＡＮＺＡＮクラブ･一宮)

武田・武田 坂本・深見 園部・吉見
(個人登録･刈谷) (東海シャトルズ･江南) (東海シャトルズ･蒲郡)

14:00 WS-11 WS-12 WS-13 30MS-12 30MS-13 30MS-14 30MS-15 35MS-2 35MS-3 35MS-4 35MS-5 40MS-4
寳力雄太 木村和寛 立松幹浩 加島慎也 小島知之

(Ｂ－ｃｒｅｗ) (個人登録) (東海クラブ) (中川シャトル) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ)

川口拓史 長利峰男 安藤力
(ＲｉｓｅＢＣ) (個人登録) (ＢＳモリタ)

14:30 40MS-5 40MS-6 40MS-7 45MS-8 45MS-9 45MS-10 45MS-11 50MS-8 50MS-9 50MS-10 50MS-11 55MS-3
山﨑大 中島正人 中島信頼 森本順 岩渕信司

(ハネツキ会) (貴船ＢＣ) (個人登録) (名北クラブ) (豊田自動織機)

遠藤博史 佐藤慎雄
(Ｏｈｍｙｇｕｔ) (ＲＨＢＴ)

15:00 55MS-4 55MS-5 55MS-6 60MS-4 60MS-5 65MS-4 65MS-5 70MS-決勝 30WS-決勝 35WS-決勝 40WS-決勝 45WS-決勝
大塚政典 塩澤源市 福井邦芳 岸邦晴 越前屋直行 竹内千春 山本宏美 深谷雅代

(Ｃｕｃｋｏｏ愛知) (個人登録) (名港クラブ) (名北クラブ) (ＲＨＢＴ) (瑞穂クラブ) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (フレスカ)
米本勝如 伏屋一郎 船木勝正 浅見佳世 外山真理子
(大門ＢＣ) (大門ＢＣ) (大門ＢＣ) (ＢｕｄＢｕｄ) (横須賀クラブ)

15:30 55WS-決勝 XD-6 XD-7 XD-8 XD-9 30XD-3 30XD-4 35XD-3 35XD-4 40XD-3 40XD-4 45XD-3
野村敬子 荷川取・三原 髙橋・小池 米田・永田 佐藤・酒井 佐藤・佐藤 中村・中村 古田・服部 田中・吉川 鈴木・遠藤 野田・野田

(岡崎フェニックス) (ＲｉｓｅＢＣ･ＴｓｕＴｓｕｍｉ) (豊田通商) (ウィスタリア･さおりＢＣ) (豊田自動織機) (Ｏｈｍｙｇｕｔ･個人登録) (シャトルメイツ) (風林火山) (ＪＵＰＩＴＥＲ) (Ｏｈｍｙｇｕｔ･ぽっぷこーん) (貴船ＢＣ)

16:00 45XD-4 45XD-5 45XD-6 50XD-5 50XD-6 55XD-決勝 60XD-決勝 65XD-決勝 70XD-決勝 MS-32 MS-33 MS-34
中村・北村 前田・石田

(シャトルメイツ･名古屋わかしゃち) (ＷＥＳＴＷＩＮＧ･名古屋わかしゃち)

清水・清水 小林・河合 梶田・梶田
(振甫クラブ) (豊田自動織機･ジュピター) (紫電会･ＲＨＢＴ)

16:30 MS-35 WS-14 WS-15 30MS-16 30MS-17 35MS-6 35MS-7 40MS-8 40MS-9 45MS-12 45MS-13 50MS-12

17:00 50MS-13 55MS-7 55MS-8 60MS-決勝 65MS-決勝 XD-10 XD-11 30XD-決勝 35XD-決勝 40XD-決勝 45XD-7 45XD-8

17:30 50XD-決勝 MS-36 MS-37 WS-決勝 30MS-決勝 45MS-決勝 50MS-決勝 XD-決勝 40MS-決勝 55MS-決勝 45XD-決勝 35MS-決勝

18:00 MS-決勝

第54回　愛知県社会人バドミントン選手権大会　　　平成３０年１月２０日名東ＳＣ

タイムテーブルに記載されている時間・コート番号はあくまで目安であり進行状況によっては記載時間より早くコールする
こともありえます。試合コール後５分以内にコートに入らない場合は棄権としますのでご注意ください



１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート
09:30 MD-1 MD-2 MD-3 MD-4 MD-5 MD-6

桂・窪田 近藤・宮本 澤田・上村 小西・清水 田村・谷口 船木・中嶋
(豊田自動織機) (大同特殊鋼) (トヨタ自動車) (豊田通商) (トヨタ自動車) (大門ＢＣ)
篠原・梶原 荷川取・谷川 米田・貞方 海老原・浜崎 赤木・山口 大口・福本

(新日鐵住金名古屋･ＢｕｄＢｕｄ) (ＲｉｓｅＢＣ･ＳＭＡＧＡＮ) (ウィスタリア･中部電力) (デンソー西尾･大門ＢＣ) (ＢｕｄＢｕｄ) (豊田自動織機)

10:00 MD-7 MD-8 MD-9 WD-1 WD-2 WD-3
貝原・海谷 山内・田中 緒方・丸谷 酒井・木村 宮原・前田 西澤・木村

(アイシンＡＷ･ウィスタリア) (フレスカ) (ＢｕｄＢｕｄ) (豊田自動織機) (豊田通商) (刈谷･個人登録)
谷村・小坂 東・髙橋 外山・細井 中村・関矢 宮崎・清田 井上・肥田木

(トヨタ自動車) (豊田通商) (デンソー･ＳＭＡＧＡＮ) (トヨタ自動車) (トヨタ自動車) (東海興業)

10:30 WD-4 WD-5 WD-6 WD-7 30MD-1 30MD-2
石井・西尾 井部・犬飼 伊藤・木村 東・濵野 中居・籾山 酒井・吉村
(豊田通商) (トヨタ自動車) (豊田通商) (Ｇ．ｓｐａｎｋ) (岩倉パラレル･岐大ＢＣ) (個人登録)
伊藤・岸本 永田・永田 渡瀬・折中 杉山・園田 角田・安藤 加藤・竹上
(東海興業) (さおりＢＣ) (トヨタ自動車) (東海興業) (貴船ＢＣ) (豊田自動織機)

11:00 30MD-3 30MD-4 35MD-決勝 30WD-1 35WD-1 35WD-2
藤川・奥野 矢神・井上 多久島・立松 亀山・浅見 川﨑・松田 山台・田中

(ウィスタリア･ＲｉｓｅＢＣ) (鮭王･スペースシャトル) (紫電会･東海クラブ) (ＢｕｄＢｕｄ) (Ｂ－ｃｒｅｗ･Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ) (Ｔｓｕｔｓｕｍｉ)

仲川・荒川 寳力・千葉 岡・川口 林田・伊藤 田中・野村 町田・石井
(岩倉パラレル･Ｂ－ＣＲＥＷ) (Ｂ－ｃｒｅｗ･ＲＳノナカ) (ＲｉｓｅＢＣ) (大府･春日井) (さおりＢＣ) (ＲｉｓｅＢＣ･個人登録)

11:30 MD-10 MD-11 MD-12 MD-13 MD-14 MD-15
峰・福家 可児・近藤 石塚・鈴木
(豊田通商) (トヨタ自動車) (トヨタ自動車)

神谷・間瀬 北林・本田
(大同特殊鋼) (大同特殊鋼)

12:00 MD-16 MD-17 WD-8 WD-9 WD-10 WD-11
成田・菊地 清水・小池

(トヨタ自動車) (豊田通商)
鈴木・深尾

(はりーあっぷ)

12:30 30MD-5 30MD-6 30WD-2 30WD-3 35WD-決勝 MD-18
上田・山田 中村・花堂

(中川シャトル･フレスカ) (ウィスタリア･横須賀クラブ)

飯田・市川
(Ｃｕｃｋｏｏ愛知)

13:00 MD-19 MD-20 MD-21 WD-12 WD-13 30MD-決勝

13:30 30WD-決勝

14:00 MD-22 MD-23 WD-決勝

14:30 MD-決勝

第54回　愛知県社会人バドミントン選手権大会　　　平成３０年１月２７日 志段味ＳＬ

※30MD・35MD・30WD・35WDは志段味SLで行います
タイムテーブルに記載されている時間・コート番号はあくまで目安であり進行状況によっては記載時間より早くコールす
ることもありえます。試合コール後５分以内にコートに入らない場合は棄権としますのでご注意ください



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
09:30 40MD-1 40MD-2 40MD-3 40MD-4 40MD-5 40MD-6 45MD-1 45MD-2

森木・関 百丸・磯貝 下島・佐藤 中島・竹内 鈴川・中尾 小島・千葉 中村・中村 佐藤・清水
(ＷＥＳＴＷＩＮＧ) (ウィスタリア･紫電会) (フレスカ) (貴船ＢＣ) (ウィスタリア) (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ) (シャトルメイツ) (ＲＳノナカ･振甫クラブ)

鈴木・遠藤 川瀬・坂部 北川・濱本 豊浦・深谷 清水・野口 篠原・玉木 平林・田中 梶野・鈴木
(ＯｈＭｙＧｕｔ) (ＳＭＡＧＡＮ) (ＲＨＢＴ･ＳＭＡＧＡＮ) (羽根人･ＷＥＳＴＷＩＮＧ) (愛知県庁･不老クラブ) (不老クラブ) (ＲＳノナカ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (横須賀クラブ･ＮＫＣ)

10:00 45MD-3 45MD-4 50MD-1 50MD-2 50MD-3 50MD-4 55MD-1 55MD-2
鬼頭・桑野 生田・有賀 下忠・大部 盛林・鯉江 仲保・橋本 佐伯・福田 磯本・吉田 船木・成瀬
(大門ＢＣ) (振甫クラブ･ＪＵＰＩＴＥＲ) (ブッチャーズ) (東海郵政･ＭＵＳＣＬＥＣＬＵＢ) (ＮＡＮＺＡＮクラブ) (Ｒｏｕｎｉｎｓ･ＷＥＳＴＷＩＮＧ) (Ｔｓｕｔｓｕｍｉ･横須賀クラブ) (大門ＢＣ)
古田・大浦 小川・丹羽 梅村・岸本 横地・森 廣田・杉山 長井・関 佐野・鈴木 平田・村田

(風林火山･Ｒｏｕｎｉｎｓ) (パナソニックＥＳ電路) (愛三工業･デンソー) (フレスカ･トヨタ紡織) (Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ･ブッチャーズ) (三菱重工名古屋･三菱自動車岡崎) (ブッチャーズ･ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ) (ＳＥＴＯＭＩＮＴＯＮ･シャトルまかせ)

10:30 60MD-1 60MD-2 65MD-1 65MD-2 65MD-3 70MD-1 40WD-1 40WD-2
羽田・浅沼 松田・島田 嶋田・城 武田・上前 千村・田上 斉藤・西川 近藤・小川 遠藤・深谷
(愛三工業) (岩倉パラレル･貴船クラブ) (アイシンＡＷ･東海シャトルズ) (個人登録･大門ＢＣ) (岩倉パラレル) (アイシンＡＩ･ヤングシルバー) (豊田) (ぽっぷこーん･フレスカ)

北川・金澤 坂上・長尾 大河内・浅野 稲垣・加藤 岸・小林 栗須・川瀬 堀川・黒田 森田・稲向
(東海シャトルズ) (東海シャトルズ) (ブッチャーズ･岩倉パラレル) (ウィスタリア) (名北クラブ･フレスカ) (東海シャトルズ･ＮＡＮＺＡＮクラブ) (ブッチャーズ) (瀬戸･尾張旭)

11:00 40WD-3 40WD-4 40WD-5 40WD-6 45WD-1 45WD-2 45WD-3 50WD-1
吉川・松村 加藤・長谷川 尾上・山下 野田・松岡 山根・清水 垣見・斉藤 大津・中林 渡辺・加納

(ＪＵＰＩＴＥＲ･瑞穂クラブ) (小牧) (豊田通商) (岡崎フェニックス) (中川シャトル･瑞穂クラブ) (ブッチャーズ) (Ｃｕｃｋｏｏ愛知) (岡崎フェニックス)

森・山口 外山・矢野 山森・児玉 佐藤・田中 細野・北村 河合・佐藤 梶野・濱田 加藤・榊原
(中川シャトル･横須賀クラブ) (横須賀クラブ) (シャトルメイツ) (横須賀クラブ) (名古屋わかしゃち) (ＪＵＰＩＴＡＲ･ＭＯＫＵＲＥＮ) (ＪＵＰＩＴＥＲ･フレスカ) (三好)

11:30 50WD-2 50WD-3 50WD-4 50WD-5 50WD-6 50WD-7 55WD-1 55WD-2
佐野・佐藤 原田・永井 田中・垣見 林・勢馬 粟野・伊藤 徳山・小野 姫野・水野 安藤・竹内

(ブッチャーズ･瑞穂クラブ) (名古屋わかしゃち) (津島) (名古屋わかしゃち) (Ｃｕｃｋｏｏ愛知･ＭＯＫＵＲＥＮ) (小牧) (稲沢･大口) (Ｃｕｃｋｏｏ愛知)

松永・栗林 柿澤・宮地 近藤・渋谷 高田・野々山 長谷川・古澤 市野・小池 加藤・井口 粟野・矢下田
(貴船ＢＣ) (蟹江･大口) (Ｌｅａｄｅｒｓ･名古屋名城) (三好) (清須･犬山) (ＪＵＰＩＴＥＲ･ウィスタリア) (中川シャトル) (名古屋あすなろ･名古屋わかしゃち)

12:00 60WD-1 65WD-決勝 40MD-7 40MD-8 40MD-9 40MD-10 45MD-5 45MD-6
鈴木・渡辺 城・佐野 吉川・伊藤 角藤・安井

(三好･岡崎フェニックス) (ブッチャーズ･ベアーズ) (ウィスタリア･横須賀クラブ) (ＪｕｍＳｍａ･ＡＴＯＭ)

三ツ石・齋藤 中・酒井 諏訪・森 村上・竹内
(横須賀クラブ) (犬山･名古屋徳川) (ブッチャーズ) (中川シャトル)

12:30 45MD-7 45MD-8 50MD-5 50MD-6 50MD-7 50MD-8 55MD-3 55MD-4
青木・菊池 松原・岡本 越山・岩田 岩渕・新田

(東海興業･横須賀クラブ) (貴船ＢＣ･フライト) (大門ＢＣ･ＢＳモリタ) (豊田自動織機･ＢＳモリタ)

小林・佐藤 浜崎・越田 黒住・古川 中川・水野
(豊田自動織機) (アイシンＡＷ) (三好ＢＣ･中川シャトル) (ＮＡＮＺＡＮクラブ･東海クラブ)

13:00 60MD-3 60MD-4 65MD-4 65MD-5 70MD-2 70MD-3 40WD-7 40WD-8
川原・近藤 渡部・松本 坂本・岩田 園部・荒井 高倉・真田

(名北クラブ･岩倉パラレル) (貴船ＢＣ) (東海シャトルズ) (東海シャトルズ･桜井ＢＣ) (ＲＨＢＴ･Ｇｓｐａｎｋ)

齋藤・加藤 大野・筒井
(横須賀クラブ･中川シャトル) (東海シャトルズ･ヤングシルバー)

13:30 40WD-9 40WD-10 45WD-4 45WD-5 45WD-6 45WD-7 50WD-8 50WD-9
廣田・廉野 今野・岩間 小佐々・前田 小川・小笠原

(ＪＵＰＩＴＥＲ) (大府･刈谷) (Ｔｓｕｔｓｕｍｉ) (小牧･尾張旭)
齋藤・西塚 谷口・篠原 竹内・八幡
(小牧) (ぽっぷこーん･Ｍｉｌｌｅ－Ｆｅｕｉｌｌｅ) (Ｂ－ｃｒｅｗ)

14:00 50WD-10 50WD-11 55WD-3 55WD-4 60WD-2 60WD-3 40MD-11 40MD-12
西川・井上 寳力・水野 村上・西本

(岡崎フェニックス･名古屋徳川) (Ｂ－ｃｒｅｗ･Ｓｅｔｏｍｉｎｔｏｎ) (小牧･春日井)
錦野・浅野 杉本・水野

(稲沢) (名古屋あすなろ･小牧)

14:30 45MD-9 45MD-10 50MD-9 50MD-10 40WD-11 40WD-12 45WD-8 45WD-9

15:00 50WD-12 50WD-13 55MD-決勝 60MD-決勝 65MD-決勝 70MD-決勝 55WD-決勝 60WD-決勝

15:30 40MD-決勝 45MD-決勝 50MD-決勝 40WD-決勝 45WD-決勝 50WD-決勝

第54回　愛知県社会人バドミントン選手権大会　　　平成３０年１月２７日　市邨体育館

※30MD・35MD・30WD・35WDは志段味SLで行います
タイムテーブルに記載されている時間・コート番号はあくまで目安であり進行状況によっては記載時間より早くコール
することもありえます。試合コール後５分以内にコートに入らない場合は棄権としますのでご注意ください


