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町田一六會 Ｓｔｃｃ やんきー☆あっきー

ｔｅａｍ　りんご ＳＰ バラエティパック

ばっこみ プリュム Ａｙａ
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平成29年度あやせオープン冬季団体戦 競技方法案                   2018.1.27 
 

１．競技方法 

 １）３ダブルスのリーグ戦で行います。決勝トーナメントはありません。（各ブロックの1位を表彰します） 

 ２）スコア 

    ４チームリーグ： 21ポイント（打切） × 3ゲーム 
    ５チームリーグ： 15ポイント（打切） × 3ゲーム  

 ３）進行表 No.1~13のオーダー表は、受付け後開会式までに提出してください。 
進行表 No.14~22のオーダー表は、開会式直後に提出してください。 

   進行表 NO.23以降の提出については、本部からのアナウンスしますので 速やかに提出願います。 

 

２．棄権の取扱い  

 １）チームの選手が５人以下になった場合は棄権とします。 

 ２）棄権した場合，勝ち点はなくなりますが、棄権前の成立したゲームの勝敗とポイントは有効とします。 

 ３）試合のコールをして５分経過しても６名揃わない場合は、棄権とします。 

 ４）不正行為があった場合は、失格とします。 

 

３．競技進行 

 １）競技は、大体育室と小体育室の２個所で行います。コート番号は壁に表示した番号とし、小体育室は入り口側から

「１１」、「１２」、「１３」とします。 

２）競技進行は，進行テーブルにしたがって行いますが進行状況によって順序が変更となる場合があります。 

  本部のアナウンスに注意してください。 

 

４．審判 

 リーグ戦の主審及び線審は，対戦相手の相互審判で行ってください。  

 

５．表彰  

  入賞者は各ブロックの１位のみとし、賞状と賞品で表彰します。 

  なお、優勝チームは、写真をホームページに掲載しますので、ご了承ください。 

種  目 競技方法 参加数 表 彰 

男子団体１部 リーグ（４） ４ １位×１ブロック 

男子団体２部 リーグ（５，４） ９ １位×２ブロック 

女子団体２部 リーグ（５，５） １０ １位×２ブロック 

女子シニア団体 リーグ（４，４，４） １２ １位×３ブロック 

混合団体 リーグ（５，４，４） １３ １位×３ブロック 

      

試合結果は，綾瀬市バドミントン協会ホームページに掲載します。(http://ayasebad2.sports.coocan.jp/) 

 
６．障害保険 

 本大会の参加者は，スポーツ障害保険には加入していません。各自怪我にはご注意ください。 

競技中に負傷された場合は，本部にご連絡下さい。 

 

７．注意事項 

 １）体育室内での水分の補給は，決められた所定の場所で行ってください。 

２）フロアは、役員と試合を行っているチーム選手のみとし、大体育室の中央通路確保のため、応援は壁側で行なってく

ださい。それ以外の方は、観覧席からの観覧や応援をお願いします。 

 ３）所持品の盗難と忘れ物には、各自ご注意ください。 

 ４）各通路及び大体育室２階のジョギングコース周辺での飲食は行わないでください。 

 ５）施設内は、テニスE・FGコート入り口のあずまや以外は全面禁煙となっています。 

 ６）駐車場において車上荒らしが発生しています。車の中に貴重品を置かないようご注意ください 。  
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男子団体1部　選手名簿

団　体 監督 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

Ｒｅａｓｏｎ 佐藤　康人 佐藤　康人 瀧澤　直斗 山中　健吾 中村　裕也 田口　暁 中村　ひかる

中山キミキング 碓井　啓太 碓井　啓太 馬場　天輝 酒井　将大 江面　賢一 藤崎　直也 長江　大輝

梅酒まわし飲み 丹野　啓之 丹野　啓之 植木　裕太 内田　健太 乙訓　浩司 今井　喬介 武原　良

いずみシャトル 岡村　岬　　 高橋　秀和　 北山　俊光　 市川　忠司　 高野　敦史　 筒井　友之　 岡村　岬　　

男子団体2部　選手名簿

団　体 監督 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

インパルスＡ 田中　直樹 田中　直樹 星野　和義 木村　駿 渡邉　文雄 山本　康久 樺島　竜二 小宮山 古澤　和宏

Ｇ－ＨＡＲＤ 本田　博幸 小林　貴之 後藤　喜正 斎藤　和憲 本田　博幸 斉藤　勝仁 鈴木　将貴

ぱるプンテ！？ 吉田　英章 吉田　英章 阿久澤　翼 高橋　竜也 奥山　直人 出口　翔悟 廣田　慎也

ＫＹＰ 富田　清志 富田　清志 小島　淳二 阿部　純希 宮川　真人 児島　正史 多田　浩樹 臼井　和輝

Ｔｅａｍ ＭＳＤ 高橋　誠 増田　朋之 鈴木　朗 金子　忍 高橋　誠 小出　高正 赤嶺　隼人

中村軍団 中村　正樹 前島　弘二 坂田　考彦 岩垂　孝 土屋　亮 鈴木　誉和 西崎　真史 中村　正樹

Ｍｏｔｏ Ｃｌｕｂ 本山　綾太 本山　綾太 岩岡　駿 藤嶋　秀美 田中　秋洋 川口　勝 門脇　蓮 本田　純平 齊藤　雄一郎

綾瀬西高等学校 藤本　哲 松本　拓実 藤川　直也 伊藤　大和 遠藤　浩輝 大西　圭悟 布臺　遥一郎 吉川　翔磨 内野　陽太

ＴＧＣ 山田　健斗 山田　健斗 犬井　政和 池田　陵侑 牧村　拓海 森　寛喬 浅井　大知 坂本　健太郎

女子団体2部　選手名簿

団　体 監督 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

インパルスＢ 田中　直樹 荒畑　真帆 新庄　紀和 岡本　夏実 田中　実花 朝香　文子 河本　梨瑚 岡崎　はすみ 滝川　里沙

ティンカーベル 塚本 明美 塚本 明美 田中 好美 金野 由香 吉田 尚美 角野 理絵 上原 かおり 木村 真莉子

タートル 佐野　勢津子 佐野　勢津子 大貫　菜那 杉田  暁子 塩見　紀子 武藤　直子 中山　淳子

Ｒｅａｓｏｎ 目黒　沙季 目黒　沙季 石黒　奈実 米川　真由美 佐々木　りん 佐々木　さら 中村　彩花

Ｔｅａｍ ＭＳＤ 西羅　直子 西羅　直子 松山　暁子 冨塚　萌 増田　江美 奥住　裕子 荒川　峰子

ショートカッツ 石井　美貴子 荒井　加寿子 石井　美貴子 田中　朋子 一色　陽子 黒沢　優 丸山　慶子

ラッキー 溝渕　久美 小澤　尚子 加藤　美紀 田邊　秀美 千野　さおり 塚田　麻子 馬渕　由美子 溝渕　久美 浅野　京子

ゆら 土屋　のりこ 土屋　のりこ 市来　美子 松瀬　美起子 菊池　真唯美 細谷　明子 我妻　亜紀子 松田　友希

綾瀬西高等学校 藤本　哲 大山　那都奈 齊藤　朱音 新保　玲奈 小椋　のどか 立花　陽菜 北島　優菜

フリーダム 朝倉　茜 朝倉　茜 松本　昌江 酒井　美智子 関戸　愛弓 井上　絵理奈 竹内　薫子

女子団体シニア部　選手名簿

団　体 監督 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

しゅんぎく 田畑　明子 田畑　明子 鈴木　芳美 原田　紀子 田野倉　直美 清水　宏美 向井　めぐみ

サンダース 石飛　由美 石飛　由美 市川　晴美 三田　千鶴 柴﨑　加代 百崎　久美 横山　直美

マーブル 平手　のりこ 平手　のりこ 小沢　直美 高橋　久美子 山﨑　望 河西　美奈子 久　邦子 金箱　美紀

バドスター☆ 中井  由美子 菅原  由香里 三本木  裕子 小川  陽子 近藤  純代 土方  圭子 中井  由美子

マリンブルー 松本　和子 青柳　智美 小室　友美 佐竹　麻季 法林　順枝 平井　弥生 松本　和子 三橋　正代

ぴゅあ 吉田　朋子 渡邊　彩子 吉田　朋子 堀内　信代 高橋　幸代 湯浅　裕子 大谷　有紀江

ＡＹＦＳ 飯村 典子 飯村 典子 望月  操 中谷 一美 辻 賀津子 落合 彩香 田中 晃代

ハマプリス 田中　早苗 田中　早苗 岸川　ふみ枝 宮崎　恵美子 古場　留美子 柴田　昌子 大木　文子

うみたんＳＴ 小室 かおり 小室 かおり 川西 秀美 松村 律子 久原 由紀子 土橋 美架 坂崎 留美

フレンドシップ 杉岡　晶子 河合　理美子 杉岡　晶子 橋本　順子 郡司　千春 福田　七重 丹沢　桂 大柴　真由美

スプレモプラス１ 内藤　弥生 秋葉　静 鈴木　眞美 駿河やす子 冨樫　晴美 森　美穂子 内藤　弥生

シップ 梅沢　由美子 梅沢　由美子 中村　美穂 鈴木　恵理子 有吉　由希子 富塚　智子 佐野　久美子

混合団体　選手名簿

団　体 監督 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手 選手

Ｓｔｃｃ 南　光介 南　光介 鈴木　葉月 岡田　佳人 岡野　愛美 小林　勇貴 伊佐　みすず

プリュム 田中　きく江 田中　秀雄 橋本　啓利 鈴木　宏尚 三橋　幸栄 磯部　孝子 田中　きく江

ラッシュ 平井　素夫 平井　素夫 冨岡　康則 片岡　一男 末上　春奈 三上　未来子 後藤  明恵

やんきー☆あっきー 河村 真理子 坂下 幸四郎 飯塚 茂樹 今井 健太郎 稲葉 宏子 八幡 正美 河村 真理子

ＳＰ 蛭崎　晶弘 蛭崎　晶弘 渡部　和也 酒井　佳祐 蛭崎　利恵 酒井　恵理 北田　由香

ＴＯＮ ＴＯＮ 井口　和美 井口　和美 鈴木　茂 中上　雄史 小林　律子 平林　美香 星野　和子

Ａｙａ 橋本 起世子 橋本 起世子 森田　多恵子 徳原　つね子 岡田　琢磨 森田　実 井手 啓治郎

バラエティパック 高橋　広美 山口　登志子 高橋　広美 鏡　裕二 若松　勇次 佐野　しのぶ 小寺　昭夫

ＴＯＮ ＴＯＮ Ｊｒ Ａ 中上　雄史 竹内　麻人 押見　尚輝 鈴木　直人 田中　蛍 矢澤　寧々 壷井　新菜

ＴＯＮ ＴＯＮ Ｊｒ Ｂ 中上　雄史 竹生　浩基 壷井　達矢 高橋　葵 今西　希 津崎　華 山田　理央

町田一六會 宮田　洋人 冨永　美名子 青山　裕美 宮田　紘子 宮田　洋人 青山　天将 荒川　博之

ばっこみ 鈴木　玲於奈 片山　諒大 鈴木　玲於奈 福留　尚弥 小池萌子 湯浅　未菜美 三井　梨子

ｔｅａｍ りんご 高橋　弥生 安藤　拓磨 中山　峻介 福地　凱亜 高橋　弥生 荒井  華 川口　歩美

第18回綾瀬オープン団体戦 綾瀬市民スポーツセンター



1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

男子団体2部
Ａブロック

1 3 6 9

1 10 4 7

3 10 8 5

6 4 8 2

9 7 5 2

男子団体2部
Ｂブロック

1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

インパルスＡ

中村軍団

綾瀬西高等学校

インパルスＡ ＫＹＰ

Ｇ－ＨＡＲＤ

Ｇ－ＨＡＲＤ

中村軍団

Ｍｏｔｏ　Ｃｌｕｂ

Ｍｏｔｏ　Ｃｌｕｂ

ＫＹＰ

綾瀬西高等学校

ＴＧＣ

男子団体1部

男子団体1部 Ｒｅａｓｏｎ 中山キミキング 梅酒まわし飲み

男子団体2部

ぱるプンテ！？

Ｔｅａｍ　ＭＳＤ

ＴＧＣ

Ｔｅａｍ　ＭＳＤ

梅酒まわし飲み

いずみシャトル

ぱるプンテ！？

いずみシャトル

Ｒｅａｓｏｎ

中山キミキング



女子団体2部
Ａブロック

1 3 6 9

1 10 4 7

3 10 8 5

6 4 8 2

9 7 5 2

女子団体2部
Ｂブロック

1 3 6 9

1 10 4 7

3 10 8 5

6 4 8 2

9 7 5 2

ティンカーベル

ティンカーベル

ゆら

ゆら

綾瀬西高等学校

綾瀬西高等学校タートル ラッキー

タートル

ラッキー

フリーダム

Ｔｅａｍ　ＭＳＤ

Ｒｅａｓｏｎ

ショートカッツ

Ｒｅａｓｏｎ ショートカッツＴｅａｍ　ＭＳＤフリーダム

インパルスＢ

女子団体2部

インパルスＢ



女子団体シニア部

Ａブロック
1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

女子団体シニア部

Ｂブロック
1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

女子団体シニア部

Ｃブロック
1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

ハマプリス

ハマプリス

シップ マリンブルー

シップ

マリンブルー

サンダース

スプレモプラス１

サンダース

ぴゅあ フレンドシップ

ぴゅあ

フレンドシップ

マーブル

うみたんＳＴ

しゅんぎく バドスター☆

スプレモプラス１マーブル

バドスター☆

うみたんＳＴ

女子団体シニア部

しゅんぎく

ＡＹＦＳ

ＡＹＦＳ



混合団体
Ａブロック

1 3 6 9

1 10 4 7

3 10 8 5

6 4 8 2

9 7 5 2

混合団体
Ｂブロック

1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

混合団体
Ｃブロック

1 3 5

1 6 4

3 6 2

5 4 2

バラエティパック

Ａｙａ

やんきー☆あっきー

やんきー☆あっきー

ＴＯＮ　ＴＯＮ

バラエティパック ＡｙａＴＯＮ　ＴＯＮ

ＳＰ

プリュム

ＴＯＮ　ＴＯＮ　Ｊｒ　Ｂ Ｓｔｃｃ プリュムＳＰ

ｔｅａｍ　りんご

Ｓｔｃｃ

ばっこみ

町田一六會

ラッシュ

ＴＯＮ　ＴＯＮ　Ｊｒ　Ｂ

混合団体

ＴＯＮ　ＴＯＮ　Ｊｒ　Ａ

ＴＯＮ　ＴＯＮ　Ｊｒ　Ａ

町田一六會 ばっこみ ラッシュｔｅａｍ　りんご



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

09:45 WT2-A-1 WT2-A-2 WT2-B-1 WT2-B-2 XT-A-1 XT-A-2 MT2-A-1 MT2-A-2 WTS-A-1 WTS-A-2 WTS-B-1 WTS-B-2 WTS-C-1

インパルスＢ ＴｅａｍＭＳＤ タートル ゆら ＴＯＮＴＯＮＪｒＡ ばっこみ ぱるプンテ！？ ＴＧＣ うみたんＳＴ しゅんぎく ぴゅあ マーブル シップ

Ｒｅａｓｏｎ ショートカッツ ラッキー 綾瀬西高等学校 町田一六會 ラッシュ ＴｅａｍＭＳＤ Ｇ－ＨＡＲＤ ＡＹＦＳ バドスター☆ フレンドシップ スプレモプラス１ マリンブルー

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

11:00 WTS-C-2 XT-B-1 XT-B-2 XT-C-1 XT-C-2 MT2-B-1 MT2-B-2 MT1-1 MT1-2 WT2-A-3 WT2-A-4 WT2-B-3 WT2-B-4

サンダース ＴＯＮＴＯＮＪｒＢ ＳＰ ＴＯＮＴＯＮ バラエティパック インパルスＡ 中村軍団 Ｒｅａｓｏｎ 梅酒まわし飲み インパルスＢ Ｒｅａｓｏｎ タートル ラッキー

ハマプリス Ｓｔｃｃ プリュム やんきー☆あっきー Ａｙａ ＫＹＰ 綾瀬西高等学校 中山キミキング いずみシャトル フリーダム ＴｅａｍＭＳＤ ティンカーベル ゆら

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

12:15 XT-A-3 XT-A-4 MT2-A-3 MT2-A-4 WTS-A-3 WTS-A-4 WTS-B-3 WTS-B-4 WTS-C-3 WTS-C-4 XT-B-3 XT-B-4 XT-C-3
ＴＯＮＴＯＮＪｒＡ 町田一六會 ぱるプンテ！？ ＴｅａｍＭＳＤ うみたんＳＴ ＡＹＦＳ ぴゅあ フレンドシップ シップ マリンブルー ＴＯＮＴＯＮＪｒＢ Ｓｔｃｃ ＴＯＮＴＯＮ

ｔｅａｍりんご ばっこみ ＭｏｔｏＣｌｕｂ ＴＧＣ しゅんぎく バドスター☆ マーブル スプレモプラス１ サンダース ハマプリス ＳＰ プリュム バラエティパック

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

13:30 XT-C-4 MT2-B-3 MT2-B-4 MT1-3 MT1-4 WT2-A-5 WT2-A-6 WT2-B-5 WT2-B-6 XT-A-5 XT-A-6 MT2-A-5 MT2-A-6
やんきー☆あっきー インパルスＡ ＫＹＰ Ｒｅａｓｏｎ 中山キミキング フリーダム インパルスＢ ティンカーベル タートル ｔｅａｍりんご ＴＯＮＴＯＮＪｒＡ ＭｏｔｏＣｌｕｂ ぱるプンテ！？

Ａｙａ 中村軍団 綾瀬西高等学校 梅酒まわし飲み いずみシャトル ショートカッツ ＴｅａｍＭＳＤ 綾瀬西高等学校 ゆら ラッシュ ばっこみ Ｇ－ＨＡＲＤ ＴＧＣ

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

14:45 WTS-A-5 WTS-A-6 WTS-B-5 WTS-B-6 WTS-C-5 WTS-C-6 WT2-A-7 WT2-A-8 WT2-B-7 WT2-B-8 XT-A-7 XT-A-8 MT2-A-7

うみたんＳＴ ＡＹＦＳ ぴゅあ フレンドシップ シップ マリンブルー Ｒｅａｓｏｎ フリーダム ラッキー ティンカーベル 町田一六會 ｔｅａｍりんご ＴＧＣ

バドスター☆ しゅんぎく スプレモプラス１ マーブル ハマプリス サンダース ショートカッツ ＴｅａｍＭＳＤ 綾瀬西高 ゆら ラッシュ ばっこみ ＫＹＰ

66 67 68 69 70 71 72 73 74

16:00 MT2-A-8 XT-B-5 XT-B-6 XT-C-5 XT-C-6 MT2-B-5 MT2-B-6 MT1-5 MT1-6

ＭｏｔｏＣｌｕｂ ＴＯＮＴＯＮＪｒＢ Ｓｔｃｃ ＴＯＮＴＯＮ やんきー☆あっきー インパルスＡ ＫＹＰ Ｒｅａｓｏｎ 中山キミキング

ＴＧＣ プリュム ＳＰ Ａｙａ バラエティパック 綾瀬西高等学校 中村軍団 いずみシャトル 梅酒まわし飲み

75 76 77 78 79 80 81 82

17:15 WT2-A-9 WT2-A-10 WT2-B-9 WT2-B-10 XT-A-9 XT-A-10 MT2-A-9 MT2-A-10

インパルスＢ Ｒｅａｓｏｎ タートル ラッキー ＴＯＮＴＯＮＪｒＡ 町田一六會 ぱるプンテ！？ ＴｅａｍＭＳＤ

ショートカッツ フリーダム 綾瀬西高等学校 ティンカーベル ラッシュ ｔｅａｍりんご Ｇ－ＨＡＲＤ ＭｏｔｏＣｌｕｂ

18:30

対戦者

対戦者
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