
２２日 （１日目）

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

キビタンＣ セントくん 高知シニア連盟60A 駒ヶ根シニア 若シャチ チーム神在 キビタンＡ ヴィンテージ福岡A 海王丸 すだちＡ 土曜会 キビタンＦ

（福島県） （愛知県） （高知県） （長野県） （愛知県） （島根県） （福島県） （福岡県） （富山県） （徳島県） （富山県） （福島県）

小　坂 チームうらら 高知シニア連盟60B チーム富山Ａ キビタンＥ 兵庫60 ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾞｰﾏｰｽﾞB ドアラくん ちょるる山口 高知シニア連盟65B チームおてだま　しが しゃくなげＣ

（石川県･富山県） （福井県） （高知県） （富山県） （福島県） （兵庫県） （埼玉県） （愛知県） （山口県） （高知県） （滋賀県） （福島県）

キビタンＢ 六　名 チーム徳山 キビタンＤ ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾞｰﾏｰｽﾞＣ すだちＢ 福井65 しゃくなげＤ ヴィンテージ福岡Ｃ チーム千鳥 金シャチ 兵庫65

（福島県） （愛知県） （山口県） （福島県） （埼玉県） （徳島県） （福井県） （福島県） （福岡県） （島根県） （愛知県） （兵庫県）

チーム富山Ｂ 高知シニア連盟65A Ｄ51 柏クラブ 愛知65 とちまる君 しゃくなげＡ

（富山県） （高知県） （山口県） （新潟県） （愛知県） （栃木県） （福島県）

１３コート １４コート １５コート １６コート １７コート １８コート

ヴィンテージ福岡Ｅ いきいき「とやま」 ヴィンテージ福岡Ｆ 花かつみ フルムン65 ヴィンテージ福岡Ｂ

（福岡県） （富山県） （福岡県） （福島県） （愛知県） （福岡県）

銀シャチ ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾞｰﾏｰｽﾞＡ 芙蓉会 高知シニア連盟75 やまなし しゃくなげＢ

（愛知県） （埼玉県） (東京都） （高知県） （山梨県） （福島県）

かきつばた バド幸知クラブ ドラゴン 兵庫75 八尾＆水鳥 高知シニア連盟70

（愛知県） (大阪・京都・千葉・東京) （愛知県） （兵庫県） （富山県） （高知県）

ヴィンテージ福岡Ｄ ぎ　ふ すだちＣ

（福岡県） （岐阜県） （徳島県）

8:30

第9回全国ねんりんバドミントン交流大会（練習時間タイムテーブル）

大アリーナ（1階）

中アリーナ（２階）

8:30

8:40

8:50

9:00

は、時間及びコート変更
は、コート変更

8:40

8:50

9:00

*時間になりましたら　すみやかに交替してください



２３日 （2日目）

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

ヴィンテージ福岡Ｃ 愛知65 とちまる君 しゃくなげＡ 柏クラブ Ｄ51 高知シニア連盟65A 八尾＆水鳥 フルムン65 ヴィンテージ福岡Ｂ やまなし しゃくなげＢ

（福岡県） （愛知県） （栃木県） （福島県） （新潟県） （山口県） （高知県） （富山県） （愛知県） （福岡県） （山梨県） （福島県）

キビタンＢ 六　名 チーム徳山 キビタンＤ 土曜会 すだちＢ 福井65 しゃくなげＤ 海王丸 チーム千鳥 金シャチ 兵庫65

（福島県） （愛知県） （山口県） （福島県） （富山県） （徳島県） （福井県） （福島県） （富山県） （島根県） （愛知県） （兵庫県）

小　坂 チームうらら 高知シニア連盟60B チーム富山Ａ キビタンＥ 兵庫60 ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾞｰﾏｰｽﾞB ドアラくん ちょるる山口 高知シニア連盟65B チームおてだま　しが しゃくなげＣ

（石川県･富山県） （福井県） （高知県） （富山県） （福島県） （兵庫県） （埼玉県） （愛知県） （山口県） （高知県） （滋賀県） （福島県）

キビタンＣ セントくん 高知シニア連盟60A 駒ヶ根シニア 若シャチ チーム神在 キビタンＡ ヴィンテージ福岡A チーム富山Ｂ すだちＡ ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾞｰﾏｰｽﾞＣ キビタンＦ

（福島県） （愛知県） （高知県） （長野県） （愛知県） （島根県） （福島県） （福岡県） （富山県） （徳島県） （埼玉県） （福島県）

１３コート １４コート １５コート １６コート １７コート １８コート

ヴィンテージ福岡Ｄ ぎ　ふ すだちＣ かきつばた バド幸知クラブ ドラゴン

（福岡県） （岐阜県） （徳島県） （愛知県） (大阪・京都・千葉・東京) （愛知県）

兵庫75 高知シニア連盟70 ヴィンテージ福岡Ｅ いきいき「とやま」 ヴィンテージ福岡Ｆ 花かつみ

（兵庫県） （高知県） （福岡県） （富山県） （福岡県） （福島県）

銀シャチ ﾊﾞｰﾃﾞｨｰﾌﾞｰﾏｰｽﾞＡ 芙蓉会 高知シニア連盟75

（愛知県） （埼玉県） (東京都） （高知県）

*時間になりましたら　すみやかに交替してください

8:30

8:40

8:50

9:00

大アリーナ（1階）

8:30

8:40

8:50

9:00

中アリーナ（２階）


