
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
09:30 MSA-1 MSA-2 MSA-3 MSA-4 MSA-5 MSA-6 MSA-7 MSA-8 MSA-9 MSA-10

福田隆 土居春斗 加藤雄太 覧村龍之介 松尾駿 梅井智也 谷々朋優 清水誠 松井秀斗 梅山惇
(神奈川大学) (神奈川大学) (関東学院大学) (東海大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (湘南工科大学)

志村美貴 藤田悠吾 塚田奏音 川端真人 曽和健太 太田悠斗 山形和海 張谷慶太 石田悠斗 横浜由人
(神奈川工科大学) (國學院大學) (神奈川大学) (神奈川大学) (横浜市立大学) (関東学院大学) (國學院大學) (東京都市大学) (東京都市大学) (神奈川大学)

10:00 MSA-11 MSB-1 MSB-2 MSB-3 MSB-4 MSB-5 MSB-6 MSB-7 MSB-8 MSB-9
山本唯斗 五嶌龍聖 児玉初範 高田尚輝 金子颯太郎 市川泰成 小須田雄俊 久松隆翔 和田秀太 井澤大洋

(神奈川大学) (関東学院大学) (関東学院大学) (横浜国立大学) (國學院大學) (明治学院大学) (明治学院大学) (防衛大学校) (神奈川工科大学) (明治学院大学)
山本花生 安部優希 藤巻颯太 二見俊輔 大橋健人 渡邉海翔 中西章太郎 鈴木直人 飯塚拓己 高橋佑木

(横浜国立大学) (北里大学) (東京都市大学) (防衛大学校) (横浜国立大学) (関東学院大学) (横浜国立大学) (横浜商科大学) (横浜国立大学) (國學院大學)
10:30 MSB-10 MSB-11 MSB-12 MSB-13 MSB-14 MSC1-1 MSC1-2 MSC1-3 MSC1-4 MSC1-5

井上聖太 守屋和起 樟山諒 五十嵐真 工藤大夢 山口寛貴 山田航大 濵中健太 薮内幸輝 田尻忠駿
(横浜市立大学) (関東学院大学) (横浜国立大学) (防衛大学校) (明治大学生田) (神奈川工科大学) (防衛大学校) (防衛大学校) (防衛大学校) (湘南工科大学)

本多功成 和田洋輝 小杉冬馬 上野宇宙 篠部邦弘 植林拓心 勝呂敬太 和田俊樹 渡邊雄斗 大野大翔
(防衛大学校) (明治学院大学) (明治学院大学) (関東学院大学) (関東学院大学) (防衛大学校) (東京都市大学) (明治大学生田) (明治大学生田) (防衛大学校)

11:00 MSC2-1 MSC2-2 MSC2-3 MSC2-4 WSA-A-1 WSA-B-1 WSB-1 WSB-2 WSB-3 WSB-4
廣野絢太 木井裕太 松口永樹 中村匠登 安田茉柚 河村茉衣 堀内愛未 野島梨瑚 小笠原瑞紀 石川理恵子

(防衛大学校) (関東学院大学) (防衛大学校) (湘南工科大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (鎌倉女子大学) (北里大学) (防衛大学校) (明治学院大学)
渡辺歩 松尾純 下里源太 高野佑介 草野穂楓 徳差有佳子 サイサラユーチェン 吉田美晴 高橋愛摘 岡珠希

(明治大学生田) (防衛大学校) (東京都市大学) (関東学院大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (横浜国立大学) (横浜市立大学) (明治学院大学) (防衛大学校)
11:30 WSB-5 WSC-1 WSC-2 WSC-3 WSC-4 WSC-5 WSC-6 WSC-7 WSC-8 MSA-12

塚原彩絵 山本瞭穂 畠山採夏 高村心寧 片岡愛花 有松枝希佳 西村里咲 東希穂 佐山星香 壹岐拓海
(北里大学) (明治大学生田) (國學院大學) (横浜市立大学) (北里大学) (明治大学生田) (横浜市立大学) (防衛大学校) (明治学院大学) (横浜市立大学)
太田知波 小栗諒子 田附莉紗子 西村朱莉 木田桜 小野瀬颯華 白取明佳 湧本藍花 今吉寧々子

(明治学院大学) (明治学院大学) (北里大学) (横浜国立大学) (明治大学生田) (明治学院大学) (北里大学) (明治大学生田) (明治大学生田)
12:00 MSA-13 MSA-14 MSA-15 MSA-16 MSA-17 MSA-18 MSA-19 MSB-15 MSB-16 MSB-17

米塚友貴 劉凱文 佐藤健太
(東京都市大学) (横浜市立大学) (明治学院大学)

塙友樹 阿部奏大
(横浜商科大学) (関東学院大学)

12:30 MSB-18 MSB-19 MSB-20 MSB-21 MSB-22 MSC1-6 MSC1-7 MSC1-8 MSC1-9 MSC1-10
金田優樹 山本拓海 笹生龍平 佐藤友稀

(明治大学生田) (関東学院大学) (関東学院大学) (東京工芸大学)
甲斐直人 米桝堅人 倉持優大

(横浜商科大学) (明治学院大学) (北里大学)
13:00 MSC1-11 MSC1-12 MSC1-13 MSC2-5 MSC2-6 MSC2-7 MSC2-8 MSC2-9 MSC2-10 MSC2-11

坂本泰樹 竹石英雄 石川大樹 小柳葵 村田健介 奥野智元 高野蒼也 前田雄哉
(関東学院大学) (明治大学生田) (北里大学) (東京都市大学) (横浜商科大学) (関東学院大学) (横浜市立大学) (防衛大学校)
門垣颯一郎 忠地奎斗 下里亮太 大西快空 岡山耕太 田中一朗 林実里 児島広樹
(北里大学) (神奈川工科大学) (明治学院大学) (明治学院大学) (明治大学生田) (明治学院大学) (明治大学生田) (明治学院大学)

13:30 MSC2-12 WSA-A-2 WSA-B-2 WSB-6 WSB-7 WSB-8 WSB-9 WSC-9 WSC-10 WSC-11
佐藤菜々香 立岡優貴 仙洞田みなみ 神野明音

(鎌倉女子大学) (関東学院大学) (明治学院大学) (國學院大學)
岩野洸太 草野穂楓 徳差有佳子 大浦実優

(神奈川工科大学) (神奈川大学) (神奈川大学) (鎌倉女子大学)
14:00 WSC-12 MSA-20 MSA-21 MSA-22 MSA-23 MSB-23 MSB-24 MSB-25 MSB-26 MSC1-14

14:30 MSC1-15 MSC1-16 MSC1-17 MSC2-13 MSC2-14 MSC2-15 MSC2-16 WSA-A-3 WSA-B-3 WSB-10
安田茉柚 河村茉衣

(神奈川大学) (神奈川大学)
佐藤菜々香 立岡優貴

(鎌倉女子大学) (関東学院大学)
15:00 WSB-11 WSC-13 WSC-14 MSA-24 MSA-25 MSB-27 MSB-28 MSC1-18 MSC1-19 MSC2-17

15:30 MSC2-18 WSA-決勝 WSB-決勝 WSC-決勝 MSA-決勝 MSB-決勝 MSC1-決勝

16:00 MSC2-決勝

全ての試合を２１ポイント３ゲームマッチ、延⾧は３０ポイント

神奈川県学生バドミントン連盟 秋季神奈川リーグ 令和４年１２月２４日
シングルス

試合開始９時３０分の選手は９時までに受付け
その他の選手は試合開始時間の４０分前までに受付け

試合及び審判（敗者は主審、勝者は線審）終了後は速やかに退場、帰宅してください
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