
集合時間のお知らせ集合時間のお知らせ集合時間のお知らせ集合時間のお知らせ    

平成平成平成平成２６２６２６２６年度南区年度南区年度南区年度南区レディースレディースレディースレディースオープンオープンオープンオープンバドミントン大会バドミントン大会バドミントン大会バドミントン大会    

    

                                                                                                                日時日時日時日時    平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１２１２１２１２月月月月１１１１日日日日（月）（月）（月）（月）    

                                                                                                                場所場所場所場所    南スポーツセンター南スポーツセンター南スポーツセンター南スポーツセンター    

    

    集合時間集合時間集合時間集合時間    

    

    9:009:009:009:00                        A5A5A5A5・・・・A9A9A9A9・・・・B4B4B4B4・・・・B5B5B5B5・・・・C1C1C1C1・・・・C2C2C2C2ブロックブロックブロックブロック    

    

    

    11:011:011:011:00000                            B1B1B1B1・・・・B2B2B2B2・・・・B3B3B3B3    

    

    

        12121212::::33330000                            A1A1A1A1・・・・A2A2A2A2・・・・A3A3A3A3・・・・A4A4A4A4・・・・A6A6A6A6・・・・A7A7A7A7・・・・A8A8A8A8・・・・C3C3C3C3    

    

    

    ○出場ブロック○出場ブロック○出場ブロック○出場ブロックにより集合時間が違いますのにより集合時間が違いますのにより集合時間が違いますのにより集合時間が違いますのでででで組合せ組合せ組合せ組合せをお確かめの上、をお確かめの上、をお確かめの上、をお確かめの上、    

お間違えのないよう時間厳守でお願いします。お間違えのないよう時間厳守でお願いします。お間違えのないよう時間厳守でお願いします。お間違えのないよう時間厳守でお願いします。    

    

        ○各ブロック○各ブロック○各ブロック○各ブロック集合時間より受付を開始します。集合時間より受付を開始します。集合時間より受付を開始します。集合時間より受付を開始します。    

    

    ○受付は○受付は○受付は○受付は 1F1F1F1F第一体育室前第一体育室前第一体育室前第一体育室前ロビーロビーロビーロビーで行ないます。で行ないます。で行ないます。で行ないます。    

    

    ○○○○9:009:009:009:00集合集合集合集合以外以外以外以外の方は受付終了後その場でルール説明等を行ないますので、の方は受付終了後その場でルール説明等を行ないますので、の方は受付終了後その場でルール説明等を行ないますので、の方は受付終了後その場でルール説明等を行ないますので、    

        そのままそのままそのままそのままロビーにてロビーにてロビーにてロビーにてお待ち下さい。お待ち下さい。お待ち下さい。お待ち下さい。    

    

    ※※※※南南南南スポーツセンターの開場はスポーツセンターの開場はスポーツセンターの開場はスポーツセンターの開場は 8:458:458:458:45です。です。です。です。    



平成２６年１２月１日（月） 南区バドミントン協会

小野美智子 （南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 高橋　玲子 （F. M. C) 野村　和代 （はまなん） 葛城　晶子 （アビス）

石川　智子 （南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 鍛冶　典子 （フリー） 倉内佳代子 （はまなん） 和泉真理子 （アビス）

上野嘉寿子 （はまなん） 森　由佳 (TSUBASA） 吉野　総子 （横浜ﾎﾟﾋﾟｰｽﾞ）前原　麻子 （F. M. C)

宇根真由美 （はまなん） 下手みゆき (TSUBASA） 戸部　朋美 （横浜ﾎﾟﾋﾟｰｽﾞ）森本　早苗 （海老名）

帆刈　恵美 （はまなん） 高田　富美 （横浜ﾎﾟﾋﾟｰｽﾞ）鈴木　麻代 （F. M. C) 岡村　和子 （アビス）

芦野　佳代 （はまなん） 高橋由紀子 （横浜ﾎﾟﾋﾟｰｽﾞ）鈴木　洋子 （F. M. C) 福重恵美子 （アビス）

藤本菜摘子 （はまなん） 平良喜久代 （フリー） 古沢　幾恵 (L・A・P） 小畑　雅子 (TSUBASA）

山田　恵子 （はまなん） 菅崎　早苗 （フリー） 藤井　千恵 （ウィップ） 今尾みゆき (TSUBASA）

山川　千洋 （フリー） 森山　幸子 （ピクルス） 石田　和恵 （ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ) 関根　恵 （はまなん）

佐藤　悦子」 （シャトルズ） 平野　規子 （ピクルス） 栃村　里花 （ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ) 緒方めぐみ （はまなん）

小林　和美 （大岡BC） 池田日登美 （いちょう） 山高　利子 （山手クラブ） 大森　綾子 （ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ)

佐藤千喜子 （大岡BC） 榎本加代子 （いちょう） 浦川富美子 （山手クラブ） 池田　史子 （ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ)

堀江　和子 （ﾒﾄﾛﾌﾚｯｸｽ) 川村　友緒 （F. M. C) 高畠　陽子 （森クラブ） 水口　涼子 (TSUBASA）

浪越　美佳
（かなざわﾗ･
ﾒｰﾙ）

落合　彩香
（Teamｽﾌﾟﾗｳ
ﾄ）

藤本　奈巳 （森クラブ） 坂上　裕美子(TSUBASA）

猪狩　初江 （C. S. D) 二木　昌子 （いちょう） 川口　清美 （フリー） 菅野　慶子 （横　浜　南）

新井　啓子 （大岡BC） 飯島　洋子 （C. S. D) 渋谷　和美 （フリー） 杉田　律子 （横　浜　南）

七田　美栄 （ｳｨｯｼｭ) 大橋　治子 （ひ　ろ　ば） 田島　由里 （横　浜　南） 加藤　京 （ピノキオ）

田中　順子 （ｳｨｯｼｭ) 望月　真紀 （ひ　ろ　ば） 吉田　智子 （横　浜　南） 山下　真紀 （クリアー）

中村　暢子 （大岡BC） 黒田　玲子 （南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 伊東　敬子 （L.M.C) 安倍　佳江 （C. S. D)

茂木　明美 （大岡BC） 荒井　恵子　（南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 遠藤真由美 （L.M.C) 倉野みどり （C. S. D)

古内　清美 （南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 真野　正子 （森クラブ） 飯村　典子 （C. S. D) 阿部　京子 （L.M.C)

金尾恵美子 （南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 中村　桂子 （森クラブ） 竹永　眞紀 （C. S. D) 川添　邦子 （L.M.C)

守　真由美 （森クラブ） 中村　ゆり 898 村上　美香
（Teamｽﾌﾟﾗｳ
ﾄ）

井上　祐子 （C. S. D)

安藤　美佳　（森クラブ） 鈴木　直美 898 山本江利子
（Teamｽﾌﾟﾗｳ
ﾄ）

鈴木　裕子 （C. S. D)

米山　裕子 （南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 西村　美保 （Team.Alice) 鈴木　有砂 （F. M. C) 辻　加津子 （C. S. D)

長谷川里枝 （南ｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 芳川　順子 （Team.Alice) 安藤　裕美 （F. M. C) 柳川　未来 （C. S. D)

黒澤　光枝 （栗田クラブ） 深澤美菜子 （フリー） 田村　志保 898 井上　幸江 （ひ　ろ　ば）

滝川　君子 （ファミリー） 井手　洋子 （フリー） 宇波　香 898 須藤　紀子 （ひ　ろ　ば）

大山由紀子 （L.M.C) 西村るみ子 （南教室） 五十嵐秀美 （TeamBMI） 山岸　恵 （エルモ）

三澤　洋子 （L.M.C) 平井　恵 （南教室） 松浦　恵子 （TeamBMI） 越出　水月 （エルモ）

山下　芽生 （いちょう） 八代　淑恵 (TSUBASA） 小原　清子 （港南ｵﾘｰﾌﾞ） 吉田　恵子 （びいまる）

高橋奈津子 （L.M.C) 井田　淳子 (TSUBASA） 水上　恵子 （港南ｵﾘｰﾌﾞ） 永井　萌 （びいまる）

堀谷富貴子
（保土ヶ谷教
室）

土田美恵子 （南教室） 石井由美子 （サクラ）

宮本名良江
（保土ヶ谷教
室）

宇都宮雅恵 （南教室） 青木　三香 （サクラ）

平成２６年度南区レディースオープンバドミントン大会
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