
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 MDA-1 MDA-2 MDA-3 MDA-4 MDA-5 MDB1-1 MDB1-2 MDB2-1 MDB2-2 MDC-1 MDC-2 MDC-3

山内・川﨑 松本・赤坂 石井・眞木 七尾・佐藤 樽石・長谷川 木島・幸尾 村松・田村 加藤・吉永 中島・安野 藤井・浮洲 前園・品田 飯野・永井

(横浜国立大学) (桐蔭横浜大学) (関東学院大学) (神奈川大学) (神奈川工科大学) (横浜市立大学) (産業能率大学) (國學院大學) (國學院大學) (文教大学) (國學院大學) (北里大学)

松本・森山 田中・三浦 青柳・吉澤 牛川・安部 鈴木・東樹 石川・小谷 井出・岩崎 北村・永井 飯塚・矢島 新海・村上 安川・山崎 高橋・服部

(防衛大学校) (神奈川大学) (東海大学) (東海大学) (文教大学) (神奈川工科大学) (神奈川工科大学) (神奈川工科大学) (東京都市大学) (湘南工科大学) (関東学院大学) (田園調布学園大学)

10:00 MDC-4 MDC-5 MDC-6 MDC-7 MDC-8 MDC-9 MDC-10 WDC-1 WDC-2 WDC-3 WDC-4 WDC-5

北岡・田仲 吉本・松本 黒岩・森下 竺原・ティンナコーン 金指・吉崎 海保・伊津美 小笠原・角田 野間・宮城 田嶋・石山 山畔・ディンホアントゥ 中山・金子 橋爪・西

(横浜市立大学) (桐蔭横浜大学) (明治大学) (防衛大学校) (文教大学) (明治大学) (北里大学) (明治大学) (文教大学) (文教大学) (北里大学) (田園調布学園大学)

大和田・塩川 一谷・西田 飯田・山崎 熊谷純也・星 高橋・山川 藤馬・佐川 向・佐藤 玉城・斉藤 栗原・笹倉 手島・宮田 吉村・今村 荒蒔・室星

(明治大学) (田園調布学園大学) (北里大学) (田園調布学園大学) (田園調布学園大学) (東京都市大学) (湘南工科大学) (関東学院大学) (北里大学) (明治大学) (文教大学) (文教大学)

10:30 WDC-6 WDC-7 WDC-8 WDB-1 WDB-2 WDB-3 WDB-4 WDB-5 WDB-6 WDB-7 MDA-6 MDA-7

竹馬・小澤 澤田・藤本 武田・服部 青木・高下 山本・岩田 小谷・遊佐 渡辺・金子 川口・下関 中鉢・齋藤 斎藤・斎藤 大久保・田口 横田・須永

(北里大学) (相模女子大学) (明治大学) (國學院大學) (明治大学) (横浜市立大学) (横浜市立大学) (國學院大學) (文教大学) (鎌倉女子大学) (東海大学) (神奈川大学)

西田・中安 飯田・菅野 鈴木・豊島 遠藤・西山 増井・樋口 中石・大久保 天野・西村 森山・堀田 石川・井手 中安・近藤 野崎・古川

(防衛大学校) (文教大学) (田園調布学園大学) (鎌倉女子大学) (文教大学) (防衛大学校) (桐蔭横浜大学) (横浜国立大学) (神奈川工科大学) (横浜国立大学) (文教大学)

11:00 MDA-8 MDA-9 MDA-10 MDA-11 MDA-12 MDA-13 MDB1-3 MDB1-4 MDB1-5 MDB1-6 MDB1-7 MDB1-8

三澤・森 佐々木・大南 長野・鹿島 喜屋武・中山 内野・三浦 堤・島津 柳平・砂原 丸山・笠井 花泉・檜垣 松井・深山

(東海大学) (防衛大学校) (神奈川大学) (東海大学) (桐蔭横浜大学) (横浜国立大学) (関東学院大学) (明治大学) (國學院大學) (横浜商科大学)

橋本・小野 何・島崎 針生・寺澤 緒方・春日 志賀・小嶋 柴崎・大野 宮本・岸田 中山・塙 栗山・宗

(神奈川大学) (東京都市大学) (神奈川大学) (東海大学) (防衛大学校) (北里大学) (國學院大學) (明治大学) (明治学院大学)

11:30 MDB1-9 MDB1-10 MDB2-3 MDB2-4 MDB2-5 MDB2-6 MDB2-7 MDB2-8 MDB2-9 MDB2-10 MDC-11 MDC-12

森田・青山 小松・生田 赤城・宇佐美 落合・長澤 相川・斎須 助永・相京 本多・田所 吉永・泉野 井原・佐坂

(明治大学) (桐蔭横浜大学) (東京都市大学･関東学院大学) (横浜商科大学) (明治大学) (明治大学) (神奈川工科大学) (関東学院大学) (明治大学)

城山・佐藤 伊藤・高崎 入澤・富田 木村・中村 倉井・眞田 下岡・三澤 金子・平井 臼井・岡崎 鈴木・笠井

(関東学院大学) (文教大学) (横浜市立大学) (関東学院大学) (北里大学) (横浜国立大学) (北里大学) (明治大学) (横浜商科大学)

12:00 MDC-13 MDC-14 MDC-15 MDC-16 MDC-17 MDC-18 WDC-9 WDC-10 WDC-11 WDC-12 WDC-13 WDC-14

村上・渡辺 鷲頭・トンタット 木村・飯島 福井・佐藤 菊地・小貫

(産業能率大学) (湘南工科大学) (横浜市立大学) (田園調布学園大学) (東京都市大学)

新井田・熊谷 傳刀・石原 鈴木・望月 浦元・宇都宮 大田・関谷 関・伊藤

(北里大学) (神奈川工科大学) (産業能率大学) (鎌倉女子大学) (國學院大學) (明治大学)

12:30 WDC-15 WDC-16 WDB-8 WDB-9 WDB-10 WDB-11 MDA-14 MDA-15 MDA-16 MDA-17 MDB1-11 MDB1-12

内藤・清水 山本・塙

(鎌倉女子大学) (横浜国立大学)

長倉・村田

(桐蔭横浜大学)

13:00 MDB1-13 MDB1-14 MDB2-11 MDB2-12 MDB2-13 MDB2-14 MDC-19 MDC-20 MDC-21 MDC-22 WDC-17 WDC-18

13:30 WDC-19 WDC-20 WDB-12 WDB-13 MDA-18 MDA-19 MDB1-15 MDB1-16 MDB2-15 MDB2-16 MDC-23 MDC-24

14:00 WDC-21 WDC-22 WDB-決勝 MDA-決勝 MDB1-決勝 MDB2-決勝 MDC-決勝

14:30 WDC-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　ダブルス　　平成３０年６月２４日

全ての試合を１ゲーム・２ゲームは２１ポイント、３ゲームは１５ポイント、延長は無しとする
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