
(速報)　平成２３年度秋季リーグ戦結果

部
一部 Aブロック結果 順位決定戦 Bブロック結果 順位 チーム名 来季当番 備考

YANG YANG ×　1-6　○ KSBC 一位 KSBC
2勝14ﾏｯﾁ 3勝 二位 YANG YANG

フリューゲル ○　5-2　× ぎんなん会 三位 フリューゲル
2勝13ﾏｯﾁ 2勝 四位 ぎんなん会 ●

川夜会トリックスターズ ×　3-4　○ 湘南フライングシャトラーズ 五位 湘南フライングシャトラーズ
2勝11ﾏｯﾁ 1勝 六位 川夜会トリックスターズ ●

湘南BCS ×　2-5　○ 富岡クラブ 七位 富岡クラブ
0勝 0勝 八位 湘南BCS

二部 Aブロック Bブロック
平塚ワシントン ×　3-4　○ 磯子クラブ 一位 磯子クラブ

2勝15ﾏｯﾁ 3勝 二位 平塚ワシントン
ワイズ ×　2-5　○ ラッキー 三位 ラッキー

2勝14ﾏｯﾁ 2勝 四位 ワイズ ●
ルディBC ○　4-3　× 彗星バドミントンクラブ 五位 ルディBC

2勝10ﾏｯﾁ 1勝 六位 彗星バドミントンクラブ ●
はねの会 ×　3-4　○ イースト 七位 イースト

0勝 0勝 八位 はねの会 9/17棄権

三部 Aブロック Bブロック
ピエロ ○　4-3　× WBC 一位 ピエロ

3勝 3勝 二位 WBC
ファミリーBC ×　3-4　○ OH！ NEW 三位 OH！ NEW

2勝 2勝 四位 ファミリーBC ●
緑クラブ ×　2-5　○ ザ・ベスト 五位 ザ・ベスト

1勝 1勝 六位 緑クラブ ● 9/17棄権
パーシモン ×　3-4　○ O･G･B･P 七位 O･G･B･P

0勝 0勝 八位 パーシモン

四部 Aブロック Bブロック
ホワイトソックス ○　5-2　× 逗子バドミントンクラブ 一位 ホワイトソックス

3勝 3勝 二位 逗子バドミントンクラブ
スマッシュクラブ ○　5-2　× ボンボヌール 三位 スマッシュクラブ

2勝 2勝 四位 ボンボヌール ●
三春台バドミントンクラブ ×　2-5　○ オールドラック 五位 オールドラック

1勝 1勝 六位 三春台バドミントンクラブ ●
サンフェスト ×　3-4　○ CLUB K2 七位 CLUB K2

0勝 0勝 八位 サンフェスト

五部 Aブロック Bブロック
シャトルフレンズ ×　0-7　○ Ｓｈａｋｅ 一位 Ｓｈａｋｅ

2勝14ﾏｯﾁ 3勝 二位 シャトルフレンズ
大野会 ×　3-4　○ 麻溝クラブ 三位 麻溝クラブ

2勝12ﾏｯﾁ 2勝 四位 大野会 ●
若草クラブ ×　2-5　○ ホットショット 五位 ホットショット

1勝10ﾏｯﾁ 1勝 六位 若草クラブ ●
ＢＣウエスト ○　4-3　× ヨコハマドンキーズ 七位 ＢＣウエスト 10/8午前棄権

1勝6ﾏｯﾁ 0勝 八位 ヨコハマドンキーズ

六部 Aブロック Bブロック
ＺＥＲＯ ×　3-4　○ 十中八九 一位 十中八九

3勝 3勝 二位 ＺＥＲＯ
社会人土曜クラブ ○　4-3　× ネーベルホルン 三位 社会人土曜クラブ

2勝 2勝 四位 ネーベルホルン ●
ターバンシェル ×　3-4　○ ＷＯＷ 五位 ＷＯＷ

1勝 1勝 六位 ターバンシェル ●
潮崎会 ×　3-4　○ BCシャトル 七位 BCシャトル

0勝 0勝 八位 潮崎会

七部 Aブロック Bブロック
Ｂ．Ｃ．フライト ×　0-7　○ 三ツ沢ＢＣ 一位 三ツ沢ＢＣ

2勝14ﾏｯﾁ 3勝 二位 Ｂ．Ｃ．フライト
四十雀 ×　1-6　○ ウィングス 三位 ウィングス

2勝12ﾏｯﾁ 2勝 四位 四十雀 ●
ａｎｊｅｌｗｉｎｇ ○　6-1　× GAIAⅢ 五位 ａｎｊｅｌｗｉｎｇ 9/17午前棄権

2勝11ﾏｯﾁ 1勝 六位 GAIAⅢ ●
洋光台ＢＣ ○　5-2　× 小田原イーグルス 七位 洋光台ＢＣ

0勝 0勝 八位 小田原イーグルス

八部 Aブロック Bブロック
Seagulls ○　6-1　× ROBINS 一位 Seagulls

3勝 3勝 二位 ROBINS
ＴＯＰ　ＢＣ ○　5-2　× 戸塚あすなろクラブ 三位 ＴＯＰ　ＢＣ

2勝 2勝 四位 戸塚あすなろクラブ ●
チャレンジャー ×　2-5　○ 上菅田新井ＢＣ 五位 上菅田新井ＢＣ

1勝 1勝 六位 チャレンジャー ●
ＰＡＳＩＯＮ ○　5-2　× ｼｬﾝﾃｨｯｸﾊﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ 七位 ＰＡＳＩＯＮ

0勝 0勝 八位 ｼｬﾝﾃｨｯｸﾊﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ

九部 Aブロック Bブロック
TBC ○　5-2　× ビーキューブ 一位 TBC

3勝 2勝13ﾏｯﾁ 二位 ビーキューブ
Amigo ×　3-4　○ や組 三位 や組

2勝 2勝12ﾏｯﾁ 四位 Amigo ●
Wing Soul ×　3-4　○ ヤングマスターズ 五位 ヤングマスターズ

1勝 2勝11ﾏｯﾁ 六位 Wing Soul
スピリタス ×　1-6　○ IBS 七位 IBS

0勝 0勝 八位 スピリタス ●

下記の順位は速報ですので、今後修正・変更される可能性があります。



(速報)　平成２４年度春季リーグ戦順位

部 順位 チーム名 当番チーム Aブロック Bブロック
一部 一位 KSBC KSBC YANG YANG

二位 YANG YANG ぎんなん会 フリューゲル
三位 フリューゲル 湘南フライングシャトラーズ 川夜会トリックスターズ
四位 ぎんなん会 ● 富岡クラブ 磯子クラブ
五位 湘南フライングシャトラーズ
六位 川夜会トリックスターズ ●
七位 富岡クラブ
八位 磯子クラブ

二部 一位 湘南BCS 湘南BCS 平塚ワシントン
二位 平塚ワシントン ワイズ ラッキー
三位 ラッキー ルディBC 彗星バドミントンクラブ
四位 ワイズ ● イースト ピエロ
五位 ルディBC
六位 彗星バドミントンクラブ ●
七位 イースト
八位 ピエロ

三部 一位 はねの会 はねの会 WBC
二位 WBC ファミリーBC OH！ NEW
三位 OH！ NEW ザ・ベスト 緑クラブ
四位 ファミリーBC ● O･G･B･P ホワイトソックス
五位 ザ・ベスト
六位 緑クラブ ●
七位 O･G･B･P
八位 ホワイトソックス

四部 一位 パーシモン パーシモン 逗子バドミントンクラブ
二位 逗子バドミントンクラブ ボンボヌール スマッシュクラブ
三位 スマッシュクラブ オールドラック 三春台バドミントンクラブ
四位 ボンボヌール ● CLUB K2 Ｓｈａｋｅ
五位 オールドラック
六位 三春台バドミントンクラブ ●
七位 CLUB K2
八位 Ｓｈａｋｅ

五部 一位 サンフェスト サンフェスト シャトルフレンズ
二位 シャトルフレンズ 大野会 麻溝クラブ
三位 麻溝クラブ ホットショット 若草クラブ
四位 大野会 ● ＢＣウエスト 十中八九
五位 ホットショット
六位 若草クラブ ●
七位 ＢＣウエスト
八位 十中八九

六部 一位 ヨコハマドンキーズ ヨコハマドンキーズ ＺＥＲＯ
二位 ＺＥＲＯ ネーベルホルン 社会人土曜クラブ
三位 社会人土曜クラブ ＷＯＷ ターバンシェル
四位 ネーベルホルン ● BCシャトル 三ツ沢ＢＣ
五位 ＷＯＷ
六位 ターバンシェル ●
七位 BCシャトル
八位 三ツ沢ＢＣ

七部 一位 潮崎会 潮崎会 Ｂ．Ｃ．フライト
二位 Ｂ．Ｃ．フライト 四十雀 ウィングス
三位 ウィングス ａｎｊｅｌｗｉｎｇ GAIAⅢ
四位 四十雀 ● 洋光台ＢＣ Seagulls
五位 ａｎｊｅｌｗｉｎｇ
六位 GAIAⅢ ●
七位 洋光台ＢＣ
八位 Seagulls

八部 一位 小田原イーグルス 小田原イーグルス ROBINS
二位 ROBINS 戸塚あすなろクラブ ＴＯＰ　ＢＣ
三位 ＴＯＰ　ＢＣ 上菅田新井ＢＣ チャレンジャー
四位 戸塚あすなろクラブ ● ＰＡＳＩＯＮ TBC
五位 上菅田新井ＢＣ
六位 チャレンジャー ●
七位 ＰＡＳＩＯＮ
八位 TBC

九部 一位 ｼｬﾝﾃｨｯｸﾊﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ ｼｬﾝﾃｨｯｸﾊﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ ビーキューブ
二位 ビーキューブ Amigo や組
三位 や組 ヤングマスターズ Wing Soul
四位 Amigo ● IBS スピリタス
五位 ヤングマスターズ
六位 Wing Soul
七位 IBS
八位 スピリタス ●

下記の順位は速報ですので、今後修正・変更される可能性があります。
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