
No. 時間/コート 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 MSA1-1 MSA1-2 MSA1-3 MSA1-4 MSA1-5 MSA2-1 MSA2-2 MSA2-3 MSA2-4 MSA2-5 MSA2-6 MSB1-1

松本隼人 鹿島隆聖 田中勇気 七尾陽斗 須永巧 幸尾諭 三浦大 村松直輝 寺澤巧 吉永智哉 小野峻平 中村祐介
(防衛大学校) (神奈川大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (横浜市立大学) (神奈川大学) (産業能率大学) (神奈川大学) (國學院大學) (神奈川大学) (関東学院大学)

佐藤頼来 春日海人 内野友裕 田口陽征 樽石郁弥 吉澤将海 新井田凪 大久保達也 安部颯人 佐藤優太 久木野聖司 小嶋暁
(関東学院大学) (東海大学) (桐蔭横浜大学) (東海大学) (神奈川工科大学) (東海大学) (北里大学) (東海大学) (東海大学) (神奈川大学) (関東学院大学) (防衛大学校)

09:55 MSB3-1 MSB4-1 MSC1-1 MSC1-2 MSC1-3 MSC1-4 MSC1-5 MSC1-6 MSC1-7 MSC2-1 MSC2-2 MSC2-3
庄野太雅 長澤正晃 向宇 植田健郎 望月亮太郎 中條ケネット 井原佑太 村上昌 藤井幸喜 ティンナコーンペットカンプー 山川弘哲 佐藤雄紀

(國學院大學) (横浜商科大学) (湘南工科大学) (北里大学) (産業能率大学) (関東学院大学) (明治大学) (湘南工科大学) (文教大学) (防衛大学校) (田園調布学園大学) (湘南工科大学)

石原裕次郎 金指陽大 伊津美俊太郎 大塚望 竺原直生 小山洋一 渡辺快晴 山崎紘史 鈴木遊馬 塙俊胤 兼古雄太 渡辺和希
(神奈川工科大学) (文教大学) (明治大学) (関東学院大学) (防衛大学校) (北里大学) (産業能率大学) (北里大学) (神奈川工科大学) (明治大学) (横浜国立大学) (北里大学)

10:20 MSC2-4 MSC2-5 MSC2-6 WSB-1 WSB-2 WSB-3 WSB-4 WSB-5 WSB-6 WSB-7 WSB-8 WSB-9
森下雄登 新海智之 トンタットミンフイ 中石聖華 小谷歩 樋口綾華 田嶋結里花 金子瑞季 塙菜緒子 大田真緒 天野紗季 遠藤理英
(明治大学) (湘南工科大学) (湘南工科大学) (防衛大学校) (横浜市立大学) (文教大学) (文教大学) (横浜市立大学) (横浜国立大学) (國學院大學) (桐蔭横浜大学) (鎌倉女子大学)

安斎雅貴 大野稜斗 三澤周 長倉茉央 関谷真苗 西山優希 川口栞 斎藤玲奈 斎藤好美 村田晴香 堀田杏奈 益子亜由実
(國學院大學) (文教大学) (横浜国立大学) (桐蔭横浜大学) (國學院大學) (鎌倉女子大学) (國學院大學) (鎌倉女子大学) (鎌倉女子大学) (桐蔭横浜大学) (横浜国立大学) (國學院大學)

10:45 WSB-10 WSC-1 WSC-2 WSC-3 WSC-4 WSC-5 WSC-6 WSC-7 WSC-8 WSC-9 MSB2-1 MSB2-2
菅野亜沙美 多田葵 河合陽香 秋澤昌子 浦元菜月 藤本彩月 内藤萌 矢部茜 玉城あや 荒蒔碧乃 本多直樹 堤友也
(文教大学) (関東学院大学) (北里大学) (鎌倉女子大学) (鎌倉女子大学) (相模女子大学) (鎌倉女子大学) (田園調布学園大学) (関東学院大学) (文教大学) (神奈川工科大学) (横浜国立大学)

菱沼涼 飯田菜々美 豊島瑞貴 木村直央 西田栞里 服部美沙希 乙幡綾香 高橋麻緒 渡辺綾音 清水理紗子 小林徹之 落合一樹
(桐蔭横浜大学) (文教大学) (田園調布学園大学) (横浜市立大学) (防衛大学校) (明治大学) (相模女子大学) (北里大学) (横浜市立大学) (鎌倉女子大学) (國學院大學) (横浜商科大学)

11:10 MSB2-3 MSB2-4 MSB2-5 MSB2-6 MSB2-7 MSB2-8 WSA-A-1 WSA-A-2 WSA-B-1 MSA1-6 MSA1-7 MSA1-8
三浦翔 城山拓弥 柳平拓海 網師野七海 宗優典 富田英輝 池上理紗子 金子優華 岩田真奈 牛川雄太 長野恭太 高橋幸紀

(桐蔭横浜大学) (関東学院大学) (関東学院大学) (東京都市大学) (明治学院大学) (横浜市立大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (東海大学) (神奈川大学) (横浜市立大学)

東樹佳希 依田快斗 佐藤元宣 相川奨真 島津一誠 前園紘人 高下蘭 遊佐菜月 中安理桜 川﨑永太郎
(文教大学) (東京都市大学) (文教大学) (明治大学) (横浜国立大学) (國學院大學) (國學院大學) (横浜市立大学) (横浜国立大学) (横浜国立大学)

11:35 MSA1-9 MSA1-10 MSA1-11 MSA1-12 MSA1-13 MSA2-7 MSA2-8 MSA2-9 MSA2-10 MSA2-11 MSA2-12 MSA2-13
鈴木馨月 島崎祥登 横田康輝 橋本優 青柳修平 大南太郎 松本神委 喜屋武裕介

(横浜商科大学) (東京都市大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (東海大学) (防衛大学校) (桐蔭横浜大学) (東海大学)
三澤勇人 緒方星 佐々木莉輝 森晧也 何維俊 針生怜 中山颯斗 木島皓生
(東海大学) (東海大学) (防衛大学校) (東海大学) (東京都市大学) (神奈川大学) (東海大学) (横浜市立大学)

12:00 MSA2-14 MSB1-2 MSB1-3 MSB1-4 MSB1-5 MSB1-6 MSB1-7 MSB1-8 MSB1-9 MSB3-2 MSB3-3 MSB3-4
中島海斗 白鳥陸 赤城拓志 高崎修太 助永悠輝 北岡見悠 野崎太郎 松本一馬 志賀幸司郎 石井勇樹 山内海渡
(文教大学) (神奈川工科大学) (東京都市大学) (文教大学) (明治大学) (横浜市立大学) (文教大学) (桐蔭横浜大学) (防衛大学校) (関東学院大学) (横浜国立大学)

森山嘉彦 長谷部正和 生田雅之 岸田祐貴 三輪眞大 品田航平 眞木徹志 平井太星 鈴木康太 笠井陽登
(防衛大学校) (横浜国立大学) (桐蔭横浜大学) (國學院大學) (明治学院大学) (國學院大學) (関東学院大学) (北里大学) (文教大学) (横浜商科大学)

12:25 MSB3-5 MSB3-6 MSB3-7 MSB3-8 MSB3-9 MSB4-2 MSB4-3 MSB4-4 MSB4-5 MSB4-6 MSB4-7 MSB4-8
吉崎康太 入澤冴樹 斎須俊希 長谷川亮 花泉賢哉 青山裕之 郡司太一 安野隼平 下岡隆雅 加藤翼 松尾崇史 伊藤瞬
(文教大学) (横浜市立大学) (明治大学) (横浜国立大学) (國學院大學) (明治大学) (明治学院大学) (國學院大學) (横浜国立大学) (國學院大學) (防衛大学校) (文教大学)
栗山広夢 藤馬怜央 古川泰暉 鈴木成明 渡辺克之 佐川隆亮 衣袋太人 大野千里 水谷宥介 砂原麗 伊藤渉

(明治学院大学) (東京都市大学) (文教大学) (関東学院大学) (桐蔭横浜大学) (東京都市大学) (関東学院大学) (北里大学) (横浜国立大学) (関東学院大学) (桐蔭横浜大学)

12:50 MSB4-9 MSC1-8 MSC1-9 MSC1-10 MSC1-11 MSC1-12 MSC1-13 MSC1-14 MSC1-15 MSC2-7 MSC2-8 MSC2-9
相京厚飛 深山裕太 山崎滉太 野本幸太郎 高橋祐 星秀里 飯野智也 西田響 鈴木敢
(明治大学) (横浜商科大学) (関東学院大学) (横浜国立大学) (田園調布学園大学) (田園調布学園大学) (北里大学) (田園調布学園大学) (産業能率大学)

田所洋 服部智也 鷲頭拓竜 イゼミン 田村瞭汰 田仲陽
(神奈川工科大学) (田園調布学園大学) (湘南工科大学) (横浜市立大学) (産業能率大学) (横浜市立大学)

13:15 MSC2-10 MSC2-11 MSC2-12 MSC2-13 MSC2-14 WSB-11 WSB-12 WSB-13 WSB-14 WSB-15 WSB-16 WSB-17
一谷忠史 村上航 近藤沙紀 森山瞳 齋藤あおい

(田園調布学園大学) (産業能率大学) (横浜国立大学) (横浜国立大学) (文教大学)
木村龍成 陳善也 横山幹 中本翔也 西村彩里 大久保みいな

(関東学院大学) (北里大学) (東京都市大学) (関東学院大学) (桐蔭横浜大学) (防衛大学校)

13:40 WSB-18 WSC-10 WSC-11 WSC-12 WSC-13 WSC-14 WSC-15 WSC-16 WSC-17 MSB2-9 MSB2-10 MSB2-11
宮田春奈 橋爪綾子 鈴木栄子 安藤由希子
(明治大学) (田園調布学園大学) (田園調布学園大学) (明治大学)

飯島凪砂 小貫郁佳 伊藤あい 西花夏
(横浜市立大学) (東京都市大学) (明治大学) (田園調布学園大学)

14:05 MSB2-12 WSA-A-3 WSA-A-4 WSA-B-2 MSA1-14 MSA1-15 MSA1-16 MSA1-17 MSA2-15 MSA2-16 MSA2-17 MSA2-18
池上理紗子 高下蘭 中安理桜
(神奈川大学) (國學院大學) (横浜国立大学)

金子優華 遊佐菜月 田中沙季
(神奈川大学) (横浜市立大学) (神奈川大学)

14:30 MSB1-10 MSB1-11 MSB1-12 MSB1-13 MSB3-10 MSB3-11 MSB3-12 MSB3-13 MSB4-10 MSB4-11 MSB4-12 MSB4-13

14:55 MSC1-16 MSC1-17 MSC1-18 MSC1-19 MSC2-15 MSC2-16 MSC2-17 MSC2-18 WSB-19 WSB-20 WSB-21 WSB-22

15:20 WSC-18 WSC-19 WSC-20 WSC-21 MSB2-13 MSB2-14 WSA-A-5 WSA-A-6 WSA-B-3 MSA1-18 MSA1-19 MSA2-19
池上理紗子 高下蘭 岩田真奈
(神奈川大学) (國學院大學) (神奈川大学)

遊佐菜月 金子優華 田中沙季
(横浜市立大学) (神奈川大学) (神奈川大学)

15:45 MSA2-20 MSB1-14 MSB1-15 MSB3-14 MSB3-15 MSB4-14 MSB4-15 MSC1-20 MSC1-21 MSC2-19 MSC2-20 WSB-23

16:10 WSB-24 WSC-22 WSC-23 MSB2-決勝 WSA-決勝 MSA1-決勝 MSA2-決勝 MSB1-決勝 MSB3-決勝 MSB4-決勝 MSC1-決勝 MSC2-決勝

16:35 WSB-決勝 WSC-決勝
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神奈川県学生バドミントン連盟 春季神奈川リーグ　シングルス　　　平成３０年６月１７日

全ての試合を１５ポイント３ゲームマッチ、延長は無しとする
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