
令和３年度石川県社会人リーグ後期戦タイムテーブル

　【入場時間】　本部および設営チームは、7:30集合、前半試合チームは8:00～8:30の間、後半試合チームは12:00～12:30の間に入場してください。

七尾市総合市民体育館　会場設営・片付け協力依頼チーム 七尾市城山体育館　会場設営・片付け協力依頼チーム 鹿島体育センター　会場設営・片付け協力依頼チーム

会場設営(女子) 小松どんぐりクラブ 二水クラブ 会場設営(女子) くろゆりクラブ 会場設営(女子) 額バード OKB
会場後片付け(男子) 羽咋クラブ 大吟醸クラブ 会場後片付け(男子) バド☆ぱわぁず A 会場後片付け(男子) 絆 white
本部・受付手伝い オールプレーヤーズ GRACE 本部・受付手伝い 額バード S 額バード 本部・受付手伝い 美川クラブ C フェニックス

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
8:30 輪島クラブ オンリーバド 額バードOK Let's 中央フレンズ A 小松どんぐりクラブ

男子５部A 男子５部A 女子２部B 女子３部B 女子３部B 女子２部B
鶴来バドミントンクラブ Shika シャトルクラブ 三馬クラブ GRACE TRB 二水クラブ

新神田クラブ オンリーバド フォーティーフォー K.L.C 中央フレンズ A 小松どんぐりクラブ

男子５部A 男子５部A 女子２部B 女子３部B 女子３部B 女子２部B
鶴来バドミントンクラブ KANAIWAB.C 三馬クラブ GRACE 小松南部クラブ あすなろクラブ A

輪島クラブ Shika シャトルクラブ 額バードOK Let's TRB 二水クラブ

男子５部A 男子５部A 女子２部B 女子３部B 女子３部B 女子２部B
新神田クラブ KANAIWAB.C フォーティーフォー K.L.C 小松南部クラブ あすなろクラブ A

13:00 大吟醸クラブ 羽咋クラブ Victus A Victus C Bear's いいねェ～高松

男子３部B 男子３部B 男子４部A 男子６部A 男子６部A 男子４部A
BAD MAN IBCスペシャル 絆 red TTS B S-BULL Pandora Jack

羽咋クラブ IBCスペシャル 浅野川シャトルズ A 津幡クラブ M S-BULL いいねェ～高松

男子３部B 男子３部B 男子４部A 男子６部A 男子６部A 男子４部A
美川クラブ D 小松どんぐりクラブ A 絆 red TTS B Victus C オールプレーヤーズ

大吟醸クラブ IBCスペシャル Victus A Bear's Pandora Jack

男子３部B 男子３部B 男子４部A 男子６部A 男子４部A
美川クラブ D BAD MAN 浅野川シャトルズ A 津幡クラブ M オールプレーヤーズ

羽咋クラブ 小松どんぐりクラブ A

男子３部B 男子３部B
大吟醸クラブ BAD MAN

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
8:30 辰口クラブ ファンシャトルズ cheeZe 高松クラブ B

女子３部D 女子３部D 女子４部B 女子４部B
額バード S くろゆりクラブ A 千坂クラブ A 小坂クラブ

高松クラブ A ファンシャトルズ 羽球向上委員会 高松クラブ B

女子３部D 女子３部D 女子４部B 女子４部B
額バード S ラヴバドミントン 千坂クラブ A Bear' s Pooh

辰口クラブ くろゆりクラブ A cheeZe 小坂クラブ

女子３部D 女子３部D 女子４部B 女子４部B
高松クラブ A ラヴバドミントン 羽球向上委員会 Bear' s Pooh

13:00 かほく宇ノ気クラブ A 七尾クラブⅠ WBC 2 大天龍

男子２部B 男子２部B 男子３部D 男子３部D
中央フレンズ A Let's-02 七尾クラブⅢ 千代野クラブT

おわざん’Z 七尾クラブⅠ バド☆ぱわぁず A 大天龍

男子２部B 男子２部B 男子３部D 男子３部D
中央フレンズ A 瓢友クラブB 七尾クラブⅢ 額バード

かほく宇ノ気クラブ A Let's-02 WBC 2 千代野クラブT

男子２部B 男子２部B 男子３部D 男子３部D
おわざん’Z 瓢友クラブB バド☆ぱわぁず A 額バード

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
8:30 Rhythm 津幡クラブ C あさのシャトル B 大徳クラブ 美川クラブ B WAN ７

男子５部C 男子５部C 女子４部C 女子４部A 女子４部A 女子４部C
SILVER 大吟醸 鹿西おに斬 額バード OKB 新神田クラブ 大浦バドクラブ 美川クラブ C

ファンシャトルズ 津幡クラブ C 材木クラブ４７ 千坂クラブ B 美川クラブ B 美川クラブ C

男子５部C 男子５部C 女子４部C 女子４部A 女子４部A 女子４部C
SILVER 大吟醸 西部ハイクリア 額バード OKB 新神田クラブ せせらぎクラブ あさのシャトル B

Rhythm 鹿西おに斬 WAN ７ 大徳クラブ 大浦バドクラブ

男子５部C 男子５部C 女子４部C 女子４部A 女子４部A
ファンシャトルズ 西部ハイクリア 材木クラブ４７ 千坂クラブ B せせらぎクラブ

13:00 小松クラブ 美川クラブ A 大吟醸シニア フェニックス

男子２部A 男子２部A シニア男子１部 シニア男子１部
Pandora King　 TEAM SEIRYO かほくシニア 津幡クラブ

津幡クラブ B 美川クラブ A あすなろクラブ フェニックス

男子２部A 男子２部A シニア男子１部 シニア男子１部
Pandora King　 絆 white かほくシニア BLACK 大吟醸

小松クラブ TEAM SEIRYO 大吟醸シニア 津幡クラブ

男子２部A 男子２部A シニア男子１部 シニア男子１部
津幡クラブ B 絆 white あすなろクラブ BLACK 大吟醸

　七尾市総合市民体育館　　　　　　　七尾市小島町西部４ 　　　　　　　　　０７６７－５３－４２４２

　七尾市城山体育館　　　　　　七尾市後畠町後畠山部４番地５　　　　　　　　　　０７６７７-５２-６４１９

　鹿島体育センター　　　　　　　鹿島郡中能登町井田３４　　　　　　　　　０７６７－７６－１８４８



令和３年度石川県社会人リーグ後期戦タイムテーブル

　【入場時間】　美川スポセン、美川体育館の本部および設営チームは、7:30集合、前半試合チームは8:00～8:30の間、後半試合チームは12:00～12:30の間に入場してください。

　　　　　　　　　物見山総合体育館の本部および設営チームは、8:00集合、前半試合チームは8:30～9:00の間、後半試合チームは12:00～12:30の間に入場してください。

美川スポーツセンター　会場設営・片付け協力依頼チーム 美川体育館　会場設営・片付け協力依頼チーム 物見山総合体育館　会場設営・片付け協力依頼チーム

会場設営(女子) 美川クラブA かほく宇ノ気クラブ 会場設営(女子) 材木クラブ２０ Ange 会場設営(女子) 鶴来バドミントンクラブ
会場後片付け(男子) IBCオールド 小松クラブS 会場後片付け(男子) 中央フレンズ C 会場後片付け(男子) 西南部クラブ
本部・受付手伝い MBA MBA second 本部・受付手伝い フェニックス 飛翔会 Ⅱ 本部・受付手伝い 瓢友クラブ B 寺井クラブ （B)

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
8:30 津幡クラブ A 飛翔会 KOSAKA ニューフェイス・サークル 小松クラブ すみれクラブ Pandora Joker 小松稚松シニア

女子１部 女子１部 シニア男子２部B シニア男子２部A 女子３部A 女子３部A シニア男子２部B シニア男子２部A
瓢友クラブ A UBC 瓢友クラブシニア 美川シニア 千代野クラブ 額バード Q 小松シニア 金沢バドミントンクラブ

美川クラブ A 飛翔会 DORASUMA 千代野クラブ バド☆ぱわぁず G すみれクラブ 小松シニア 金沢バドミントンクラブ

女子１部 女子１部 シニア男子２部B シニア男子２部A 女子３部A 女子３部A シニア男子２部B シニア男子２部A
瓢友クラブ A かほく宇ノ気クラブ 瓢友クラブシニア 美川シニア 千代野クラブ フェニックス A KOSAKA ニューフェイス・サークル

津幡クラブ A UBC Pandora Joker 小松稚松シニア 小松クラブ 額バード Q

女子１部 女子１部 シニア男子２部B シニア男子２部A 女子３部A 女子３部A
美川クラブ A かほく宇ノ気クラブ DORASUMA 千代野クラブ バド☆ぱわぁず G フェニックス A

13:00 瓢友クラブ A WBC １ 小松稚松クラブ Let's-０１ 弥生クラブ D ・ K ・ B

男子１部 男子１部 男子５部D 男子３部A 男子３部A 男子５部D
津幡クラブ A MBA 浅野川シャトルズ B YAVENGERS IBCオールド 材木クラブ

UBC WBC １ 三馬クラブ MBA second 弥生クラブ D ・ K ・ B

男子１部 男子１部 男子５部D 男子３部A 男子３部A 男子５部D
津幡クラブ A 寺井クラブ（A) 浅野川シャトルズ B YAVENGERS 小松クラブ S バド Coeur

瓢友クラブ A MBA 小松稚松クラブ Let's-０１ IBCオールド 材木クラブ

男子１部 男子１部 男子５部D 男子３部A 男子３部A 男子５部D
UBC 寺井クラブ（A) 三馬クラブ MBA second 小松クラブ S バド Coeur

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
8:30 七尾クラブⅡ 津幡クラブ B 内灘クラブ 飛翔会 石川高専 翼会

女子２部A 女子２部A 女子４部D 男子３部C 男子３部C 女子４部D
材木クラブ２０ Ange フェニックス B オールエイジ A Let's-03 津幡クラブ C

ラヴオール 津幡クラブ B あさのシャトル A 辰口クラブ （A） 石川高専 津幡クラブ C

女子２部A 女子２部A 女子４部D 男子３部C 男子３部C 女子４部D
材木クラブ２０ いいねェ～高松 フェニックス B オールエイジ A 千坂クラブ 内灘クラブ

七尾クラブⅡ Ange 翼会 飛翔会 Let's-03

女子２部A 女子２部A 女子４部D 男子３部C 男子３部C
ラヴオール いいねェ～高松 あさのシャトル A 辰口クラブ （A） 千坂クラブ

13:00 Maximum　Ⅰ BULL TTS A Victus B 三馬GOLD 羽球向上委員会

男子４部D 男子４部D 男子６部B 男子６部B 男子６部C 男子６部C
中央フレンズ B ラヴスマッシュ ODDS AND ENDS たんと倶楽部 B フェニックス VAPPYZ 小松どんぐりクラブ B

飛翔会Ⅱ BULL かほく市高松クラブ フェニックス 中央フレンズ C 小松どんぐりクラブ B

男子４部D 男子４部D 男子６部B 男子６部B 男子６部C 男子６部C
中央フレンズ B たんと倶楽部 A たんと倶楽部 B TTS A VAPPYZ 三馬GOLD

Maximum　Ⅰ ラヴスマッシュ ODDS AND ENDS Victus B 羽球向上委員会

男子４部D 男子４部D 男子６部B 男子６部C
飛翔会Ⅱ たんと倶楽部 A かほく市高松クラブ 中央フレンズ C

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート
9:00 瓢友クラブ B Bear' ｓ 瓢友クラブC 翼会

女子３部C 女子３部C 男子４部C 男子４部C
鶴来バドミントンクラブ オール KASHIMA フォーティーフォー 小松南部クラブ

オールエイジ Bear' ｓ Bayern 翼会

女子３部C 女子３部C 男子４部C 男子４部C
鶴来バドミントンクラブ あすなろクラブ B フォーティーフォー Maximum　Ⅱ

瓢友クラブ B オール KASHIMA 瓢友クラブC 小松南部クラブ

女子３部C 女子３部C 男子４部C 男子４部C
オールエイジ あすなろクラブ B Bayern Maximum　Ⅱ

13:00 辰口クラブ （B) 千代野クラブ S 寺井クラブ （B) たうんず

男子４部B 男子４部B 男子５部B 男子５部B
バド☆ぱわぁず S TRB‐（A) オールエイジ B TRB‐ （B)

HIROSHI 千代野クラブ S 西南部クラブ たうんず

男子４部B 男子４部B 男子５部B 男子５部B
バド☆ぱわぁず S fanfare オールエイジ B N ・ B ・A

辰口クラブ （B) TRB‐（A) 寺井クラブ （B) TRB‐ （B)

男子４部B 男子４部B 男子５部B 男子５部B
HIROSHI fanfare 西南部クラブ N ・ B ・A

　美川体育館　　　　　　　白山市美川中町イ１２６　　　　　　　０７６-２７８-６６７７

　物見山総合体育館　　　　　　能美市辰口町リ１　　　　　　　　　　　　　　０７６１‐５１-６４６０

　白山市美川スポーツセンター　　　　　　　白山市美川浜町タ６　　　　　　　　　　　　０７６-２７８－６０９０


