
第９回　全国小学生ＡＢＣバドミントン大会　タイムテーブル 第９回　全国小学生ＡＢＣバドミントン大会　タイムテーブル

平成２０年８月１６日（土）　八代市総合体育館 平成２０年８月１６日（土）　東陽スポーツセンター
男　女　各　Ａ 男　女　各　Ｃ 男　女　各　Ｂ

時間/コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 時間/コート 1 2 3 4 5 6 時間/コート 1 2 3 4 5 6 7 8

9:10 男１ 男２ 男３ 男４ 男５ 女１ 女２ 女３ 女４ 女５ 9:10 男１ 男２ 男３ 女１ 女２ 女３ 9:10 男１ 男２ 男３ 男４ 女１ 女２ 女３ 女４

9:35 男６ 男７ 男８ 男９ 男１０ 女６ 女７ 女８ 女９ 女１０ 9:30 男４ 男５ 男６ 女４ 女５ 女６ 9:35 男５ 男６ 男７ 男８ 女５ 女６ 女７ 女８

10:00 男１１ 男１２ 男１３ 男１４ 男１５ 女１１ 女１２ 女１３ 女１４ 女１５ 9:50 男７ 男８ 男９ 女７ 女８ 女９ 10:00 男９ 男１０ 男１１ 男１２ 女９ 女１０ 女１１ 女１２

10:25 男１６ 男１７ 男１８ 男１９ 男２０ 女１６ 女１７ 女１８ 女１９ 女２０ 10:10 男１０ 男１１ 男１２ 女１０ 女１１ 女１２ 10:25 男１３ 男１４ 男１５ 男１６ 女１３ 女１４ 女１５ 女１６

10:50 男２１ 男２２ 男２３ 男２４ 男２５ 女２１ 女２２ 女２３ 女２４ 女２５ 10:30 男１３ 男１４ 男１５ 女１３ 女１４ 女１５ 10:50 男１７ 男１８ 男１９ 男２０ 女１７ 女１８ 女１９ 女２０

11:15 男２６ 男２７ 男２８ 男２９ 男３０ 女２６ 女２７ 女２８ 女２９ 女３０ 10:50 男１６ 男１７ 男１８ 女１６ 女１７ 女１８ 11:15 男２１ 男２２ 男２３ 男２４ 女２１ 女２２ 女２３ 女２４

11:40 男３１ 男３２ 男３３ 男３４ 男３５ 女３１ 女３２ 女３３ 女３４ 女３５ 11:10 男１９ 男２０ 男２１ 女１９ 女２０ 女２１ 11:40 男２５ 男２６ 男２７ 男２８ 女２５ 女２６ 女２７ 女２８

12:05 男３６ 男３７ 男３８ 男３９ 男４０ 女３６ 女３７ 女３８ 女３９ 女４０ 11:30 男２２ 男２３ 男２４ 女２２ 女２３ 女２４ 12:05 男２９ 男３０ 男３１ 男３２ 女２９ 女３０ 女３１ 女３２

12:30 男４１ 男４２ 男４３ 男４４ 男４５ 女４１ 女４２ 女４３ 女４４ 女４５ 11:50 男２５ 男２６ 男２７ 女２５ 女２６ 女２７ 12:30 男３３ 男３４ 男３５ 男３６ 女３３ 女３４ 女３５ 女３６

12:55 男４６ 男４７ 男４８ 男４９ 男５０ 女４６ 女４７ 女４８ 女４９ 女５０ 12:10 男２８ 男２９ 男３０ 女２８ 女２９ 女３０ 12:55 男３７ 男３８ 男３９ 男４０ 女３７ 女３８ 女３９ 女４０

13:20 男５１ 男５２ 男５３ 男５４ 男５５ 女５１ 女５２ 女５３ 女５４ 女５５ 12:30 男３１ 男３２ 男３３ 女３１ 女３２ 女３３ 13:20 男４１ 男４２ 男４３ 男４４ 女４１ 女４２ 女４３ 女４４

13:45 男５６ 男５７ 男５８ 男５９ 男６１ 女５６ 女５７ 女５８ 女６０ 女６１ 12:50 男３４ 男３５ 男３６ 女３４ 女３５ 女３６ 13:45 男４５ 男４６ 男４７ 男４８ 女４５ 女４６ 女４７ 女４８

14:10 男６２ 男６３ 男６４ 男６５ 男６６ 女６２ 女６３ 女６４ 女６５ 女５９ 13:10 男３７ 男３８ 男３９ 女３７ 女３８ 女３９ 14:10 男４９ 男５０ 男５１ 男５２ 女４９ 女５０ 女５１ 女５２

14:35 男６７ 男６８ 男６０ 男６９ 男７０ 女６６ 女６７ 女６８ 女６９ 女７０ 13:30 男４０ 男４１ 男４２ 女４０ 女４１ 女４２ 14:35 男５３ 男５４ 男５５ 男５６ 女５３ 女５４ 女５５ 女５６

15:00 男７１ 男７２ 男７３ 男７４ 男７５ 女７１ 女７２ 女７３ 女７４ 女下１ 13:50 男４３ 男４４ 男４５ 女４３ 女４４ 女４５ 15:00 男５７ 男５８ 男５９ 男６１ 女５７ 女５８ 女５９ 女６１

15:25 男下１ 男下２ 男下３ 男下５ 男下６ 女下２ 女下４ 女下５ 女下６ 女下７ 14:10 男４６ 男４７ 男４８ 女４６ 女４７ 女４８ 15:25 男６２ 男６３ 男６４ 男６５ 女６２ 女６３ 女６４ 女６５

15:50 男下７ 男下９ 男下１０ 女下８ 女下９ 女下３ 14:30 男４９ 男５０ 男５１ 女４９ 女５０ 女５１ 15:50 男６６ 男６０ 男６７ 男６８ 女６６ 女６０ 女６７ 女６８

16:15 男下４ 男下８ 男下１１ 女下１０ 14:50 男５２ 男５３ 男５４ 女５２ 女５３ 女５４ 16:15 男６９ 男７０ 男７１ 男７２ 女６９ 女７０ 女７１ 女７２

16:40 15:10 男５５ 男５６ 男５７ 女５５ 女５６ 女５７ 16:40 男７３ 男７４ 男７５ 男下１ 女７３ 女７４ 女７５ 女下１

17:05 15:30 男５８ 男５９ 男６０ 女５８ 女５９ 女６０ 17:05 男下２ 男下３ 男下５ 男下６ 女下２ 女下３ 女下５ 女下６

15:50 男６１ 男６２ 男６３ 女６１ 女６２ 女下１ 17:30 男下７ 男下９ 男下１０ 男下４ 女下７ 女下９ 女下１０ 女下４

16:10 男６４ 男下１ 男下２ 女下２ 女下３ 女下４ 17:55 男下８ 男下１１ 女下８ 女下１１

16:30 男下３ 男下４ 男下５ 女下５ 女下６ 女下７ 18:20

16:50 男下６ 男下７ 男下８ 18:45

17:10

17:30

第９回　全国小学生ＡＢＣバドミントン大会　タイムテーブル
平成２０年８月１７日（日）　八代市総合体育館

男　女　各　Ａ　Ｂ　Ｃ 男女各下位ＡＢＣ
時間/コート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 時間/コート 1 2 3 4 5 6

9:15 男Ａ７６ 男Ａ７７ 男Ａ７８ 男Ａ７９ 男Ａ８０ 男Ａ８１ 男Ａ８２ 男Ａ８３ 女Ａ７５ 女Ａ７６ 9:15 男A下１２ 男A下１３ 男A下１４ 男A下１５ 女A下１１ 女A下１２

9:40 女Ａ７７ 女Ａ７８ 女Ａ７９ 女Ａ８０ 女Ａ８１ 女Ａ８２ 男Ｂ７６ 男Ｂ７７ 男Ｂ７８ 男Ｂ７９ 9:40 女A下１３ 女A下１４ 男B下１２ 男B下１３ 男B下１４ 男B下１５ から決勝トーナメントが始まる。

10:05 男Ｂ８０ 男Ｂ８１ 男Ｂ８２ 男Ｂ８３ 女Ｂ７６ 女Ｂ７７ 女Ｂ７８ 女Ｂ７９ 女Ｂ８０ 女Ｂ８１ 10:05 女Ｂ下１２ 女Ｂ下１３ 女Ｂ下１４ 女Ｂ下１５ 男Ｃ下９ 男Ｃ下１０

10:30 女Ｂ８２ 女Ｂ８３ 男Ｃ６５ 男Ｃ６６ 男Ｃ６７ 男Ｃ６８ 男Ｃ６９ 男Ｃ７０ 男Ｃ７１ 男Ｃ７２ 10:30 男Ｃ下１１ 男Ｃ下１２ 女Ｃ下８ 女Ｃ下９ 女Ｃ下１０ 女Ｃ下１１

10:55 女Ｃ６３ 女Ｃ６４ 女Ｃ６５ 女Ｃ６６ 女Ｃ６７ 女Ｃ６８ 女Ｃ６９ 女Ｃ７０ 男Ａ８４ 男Ａ８５ 10:55 男A下１６ 男A下１７ 女A下１５ 女A下１６ 男B下１６ 男B下１７

11:20 男Ａ８６ 男Ａ８７ 女Ａ８３ 女Ａ８４ 女Ａ８５ 女Ａ８６ 男Ｂ８４ 男Ｂ８５ 男Ｂ８６ 男Ｂ８７ 11:20 女Ｂ下１６ 女Ｂ下１７ 男Ｃ下１３ 男Ｃ下１４ 女Ｃ下１２ 女Ｃ下１３

11:45 女Ｂ８４ 女Ｂ８５ 女Ｂ８６ 女Ｂ８７ 男Ｃ７３ 男Ｃ７４ 男Ｃ７５ 男Ｃ７６ 女Ｃ７１ 女Ｃ７２ 11:45 男A下１８ 女A下１７ 男B下１８ 女Ｂ下１８ 男Ｃ下１５ 女Ｃ下１４

12:10 女Ｃ７３ 女Ｃ７４ 男Ａ８８ 男Ａ８９ 女Ａ８７ 女Ａ８８ 男Ｂ８８ 男Ｂ８９ 女Ｂ８８ 女Ｂ８９ 12:10

12:35 男Ｃ７７ 男Ｃ７８ 女Ｃ７５ 女Ｃ７６ 12:35

13:00 男Ａ９０ 女Ａ８９ 男Ｂ９０ 女Ｂ９０ 男Ｃ７９ 女Ｃ７７ 13:00

13:25 13:25
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