第１３回mokabad杯要項
主催・主管：mokabad杯実行委員会
＜コート番号に関して＞

＜競技に関して＞
＊
＊

原則コールなしで実施します。
得点は、コートごとに違いますのでご注意ください。
※ 試合終了後は試合結果を記入してください。
＊ 勝敗数→得失点差→直接対決→同率ペア内再計算→じゃんけん
＊ 表彰は各リーグごとにおこないます。
＜審判について＞
＊ 敗者ペアが得点掲示板を持ち対角審判。（サービス等はセルフジャッジ）
＜その他＞
・紙媒体のプログラムは印刷しません。
・各コート11:30の試合が終わり次第、20分程度の食事時間を取ります。
・体育館自動販売機で購入した物以外はお持ち帰りください。
・貴重品は各自で管理をしてください。
・喫煙は所定の場所でお願いします。
・競技終了でない場合も18:00までに片付けを含めて打ち切ります。

☆

新型コロナウイルス感染症防止への
ご理解とご協力ありがとうございます。
☆ 令和4年度大会予定です🎵
第13回mokabad杯 2022年07月09日（土） 個人戦
第14回mokabad杯 2022年08月21日（日） 団体戦
第15回mokabad杯 2022年09月19日（月祝） 個人戦
第16回mokabad杯 2022年12月10日（土） 個人戦
第17回mokabad杯 2023年01月07日（土） 団体戦
第18回mokabad杯 2023年02月11日（土） 個人戦

お待ちしてます🎵

モカ

第１３回mokabad杯メンバー表
初心者Ａ：21P×1G（4-9コート）
LinRanRan BC

矢野 稜人・森

ちるばど

フォレスト

森中 保幸・櫨井 優衣

岡本 高幸・松井 まゆ

ラクーンJr

矢野 晄大・石井 宋季

ちるばど

川田 未来・隅田 恵子

ちるばど

坂本 千里・豊島いづみ

LinRanRan BC

徳永 和也・児玉 飛鳥

ぶどう

森本

まったりバド部

小松 文徳・島﨑 雅美

まったりバド部

片岡 真悟・中平 佳奈

ぶどう

中石 洋一・中橋

MBC

福田 和生・恒石 美月

MBC

田

MBC

ﾖﾝｼﾞｭﾝ

マンデイ

戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美 ぴーすまいる☆あき

中川 将志・家野本貴美子

ぴーすまいる☆あき

岩崎 航志・井田 成斗

ぴーすまいる☆あき

元久 敦之・筒井 彩可

あんふぇあ

伊井 春夫・中山 和史

あんふぇあ

宗石 千茶・池田 富子

あんふぇあ

山中 佳乃・村上 由真

ラブシャトルBC

芝

ラブシャトルBC

石野 利尚・田上 沙織

kitson

大坪 美結・髙橋 優菜

昊川・王

英幸

初心者Ｂ：21P×1G（５-１０コート）

良
澤誠

初級Ａ：21P×1G（１-6コート）
スイング

岡﨑 保人・近沢

mokabad倶楽部

岡村

愛宕40over’s

宏

豊・森本 裕子

・ﾀﾝｸﾝ

一男・畠山 早代

初級B：21P×1G（3-8コート）
双打

窪内 露子・川上 安理沙

minion

中山 博之・ 森下 明彦

藤原 拓也・藤平 卓士

バタフライ

岡本

大・児玉 史彦

ぶどう

池添 正人・村井 裕子

LinRanRan BC

木下

光・笹岡 志歩

ぶどう

本川 亮一・岡崎 潔仁

ファストパス

北村 征稔・三谷 洋子

MBC

ヒョンス

バタフライ

三田健一朗・青木 里紗

マンデイ

高橋清光・片岡富喜子・松村弓子 ぶどう

澁谷 雅之・田中 健寛

ぴーすまいる☆あき

蛭子 大貴・蛭子 友貴

MBC

陳

kitson

宗石 真一・永野 龍杜

kitson

米子 和佳・池田 結南

kitson

宮田

あんふぇあ

西本 光孝・橋田 祐樹

あんふぇあ

伊藤 勝次・伊井 美香

力・岡村 嘉子

・コゴン

勲・池田 良夫

中級Ａ：21P×1G（2-7コート）途中から３面展開
吾北分校OB

宮地 龍輝・近澤 晴斗

へなちょこ

山本 憲矢・西村 志穂

LinRanRan BC

田内 綾一・立田 麻奈

キロカロリー

澤田 奈夜・田中 広宣

キロカロリー

山本 達也・吉岡明日香

たまひよ

森

フレームショット

小松 豊明・小松麟太郎

金栄クラブ

西原 輝一・楠瀬 日梨

MBC

ナム

シークレット

岡村 龍磨・三好 優菜

kitson

寺村 勇人・北川 直幹

kitson

片山 歩未・中野 里澄

kitson

髙橋 浩一・小栗 淳希

OTT

池上良太朗・池上華穂

坤・宋 袁明清

モカの部

尚太・細川 沙樹

イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ

勝敗について：勝敗数→得失点差→直接対決→同率ペア内再計算→じゃんけん

初級A 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）
設定時間 1コート(初級A 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)

6コート(初級A 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)

9:00 第 01 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

第 02 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき)

9:11 第 03 試合：本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) 高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ)

第 04 試合：ヒョンス ・コゴン(MBC) 宮田

9:22 第 05 試合：岡﨑 保人・近沢 宏(スイング) 岡村

第 06 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき)

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部)

勲・池田 良夫(kitson)

9:33 第 07 試合：高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

第 08 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 宮田

9:44 第 09 試合：本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) 岡村

第 10 試合：ヒョンス ・コゴン(MBC) 岡﨑 保人・近沢

9:55

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部)

第 11 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ) 第 12 試合：宮田

10:06 第 13 試合：岡村

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

10:17 第 15 試合：本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) ヒョンス ・コゴン(MBC)
10:28

第 17 試合：岡村

10:50

第 21 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 岡村

宏(スイング)

勲・池田 良夫(kitson) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき)

第 14 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 岡﨑 保人・近沢
第 16 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 宮田

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) 高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ) 第 18 試合：岡﨑 保人・近沢

10:39 第 19 試合：ヒョンス ・コゴン(MBC) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

勲・池田 良夫(kitson)

宏(スイング)

勲・池田 良夫(kitson)

宏(スイング) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき)

第 20 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう)

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) 第 22 試合：岡﨑 保人・近沢

宏(スイング) 宮田

勲・池田 良夫(kitson)

11:01 第 23 試合：ヒョンス ・コゴン(MBC) 高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ)

第 24 試合：本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき)

11:12 第 25 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

第 26 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 岡﨑 保人・近沢

11:23 第 27 試合：ヒョンス ・コゴン(MBC) 岡村

第 28 試合：本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) 宮田

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部)

宏(スイング)

勲・池田 良夫(kitson)

11:34 第 29 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ)

第 30 試合：蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

11:45 第 31 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) ヒョンス ・コゴン(MBC)

第 32 試合：本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) 岡﨑 保人・近沢

11:56 第 33 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) 岡村

第 34 試合：宮田

12:07

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部)

勲・池田 良夫(kitson) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

第 35 試合：高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき) 第 36 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう)

12:18 第 37 試合：池添 正人・村井 裕子(ぶどう) ヒョンス ・コゴン(MBC)
12:29

宏(スイング)

第 39 試合：岡村

第 38 試合：岡﨑 保人・近沢

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき) 第 40 試合：宮田

宏(スイング) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

勲・池田 良夫(kitson) 高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ)

12:40 第 41 試合：藤原 拓也・藤平 卓士(愛宕40over’s) 池添 正人・村井 裕子(ぶどう)

第 42 試合：本川 亮一・岡崎 潔仁(ぶどう) 宗石 真一・永野 龍杜(kitson)

12:51 第 43 試合：ヒョンス ・コゴン(MBC) 蛭子 大貴・蛭子 友貴(ぴーすまいる☆あき)

第 44 試合：岡﨑 保人・近沢

13:02 第 45 試合：岡村

力・岡村 嘉子(mokabad倶楽部) 宮田

勲・池田 良夫(kitson)

宏(スイング) 高橋清光・片岡富喜子・松村弓子(マンデイ)

中級 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）
設定時間 2コート(中級 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)
9:00
9:11
9:22
9:33
9:44
9:55
10:06
10:17
10:28
10:39
10:50
11:01
11:12
11:23
11:34
11:45
11:56
12:07
12:18
12:29
12:40
12:51
13:02
13:13
13:24
13:35
13:46
13:57
14:08
14:19
14:30
14:41
14:52
15:03
15:14
15:25
15:36
15:47
15:58
16:09
16:20
16:31
16:42
16:53
17:04
17:15

7コート(中級 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)

第 01 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 03 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 05 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット)
第 07 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ)
第 09 試合：片山 歩未・中野 里澄(kitson) 池上良太朗・池上華穂(OTT)

第 02 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 04 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 06 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)
第 08 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 10 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 11 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 第 12 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)
第 13 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 第 14 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)
第 15 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 片山 歩未・中野 里澄(kitson) 第 16 試合：寺村 勇人・北川 直幹(kitson) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 17 試合：岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 18 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)
第 19 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 第 20 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)

第 21 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 森 尚太・細川 沙樹(たまひよ)
第 23 試合：岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 25 試合：西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 27 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 森 尚太・細川 沙樹(たまひよ)
第 29 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット)
第 31 試合：西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 33 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 池上良太朗・池上華穂(OTT)

第 22 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 24 試合：ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 26 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)
第 28 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー)
第 30 試合：ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 32 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 34 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー)
第 35 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 第 36 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)
第 37 試合：西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 第 38 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 39 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 40 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 42 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC)
第 41 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 43 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 第 44 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)
第 45 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット)
第 46 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 47 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 48 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 50 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)
第 49 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 51 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ)
第 52 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)
第 53 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 第 54 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 55 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 56 試合：髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 57 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 第 58 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)
第 59 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 第 60 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)
第 61 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 第 62 試合：寺村 勇人・北川 直幹(kitson) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 64 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー)
第 63 試合：片山 歩未・中野 里澄(kitson) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 65 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 第 66 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)
第 67 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 第 68 試合：ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 69 試合：岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 70 試合：寺村 勇人・北川 直幹(kitson) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 71 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 第 72 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー)
第 73 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 森 尚太・細川 沙樹(たまひよ)
第 74 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 75 試合：西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 76 試合：ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 78 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC)
第 77 試合：岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 79 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 第 80 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 81 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 82 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 83 試合：西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 84 試合：ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット)
第 85 試合：宮地 龍輝・近澤 晴斗(吾北分校OB) 山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこ) 第 86 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinRanRan BC) 池上良太朗・池上華穂(OTT)
第 87 試合：澤田 奈夜・田中 広宣(キロカロリー) 髙橋 浩一・小栗 淳希(kitson)
第 88 試合：山本 達也・吉岡明日香(キロカロリー) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)
第 90 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 岡村 龍磨・三好 優菜(シークレット)
第 89 試合：森 尚太・細川 沙樹(たまひよ) 寺村 勇人・北川 直幹(kitson)
第 91 試合：西原 輝一・楠瀬 日梨(金栄クラブ) ナム イン・ ﾊﾟﾎﾞﾙﾊﾟｽ(MBC)

初級B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）
設定時間 3コート(初級B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)

8コート(初級B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)

9:00 第 01 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

第 02 試合：岡本

9:11 第 03 試合：木下

第 04 試合：北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 陳

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC) 米子 和佳・池田 結南(kitson)

大・児玉 史彦(バタフライ) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)
坤・宋 袁明清(MBC)

9:22 第 05 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう)

第 06 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

9:33 第 07 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 米子 和佳・池田 結南(kitson)

第 08 試合：岡本

9:44 第 09 試合：木下

第 10 試合：北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC) 澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう)

9:55 第 11 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

大・児玉 史彦(バタフライ) 陳

坤・宋 袁明清(MBC)

第 12 試合：米子 和佳・池田 結南(kitson) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

10:06 第 13 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう)

第 14 試合：岡本

10:17 第 15 試合：木下

第 16 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 米子 和佳・池田 結南(kitson)

10:28 第 17 試合：陳

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)
坤・宋 袁明清(MBC) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

大・児玉 史彦(バタフライ) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

第 18 試合：澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

10:39 第 19 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

第 20 試合：岡本

10:50 第 21 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 陳

第 22 試合：澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう) 米子 和佳・池田 結南(kitson)

坤・宋 袁明清(MBC)

大・児玉 史彦(バタフライ) 木下

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC)

11:01 第 23 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 24 試合：北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

11:12 第 25 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 岡本

大・児玉 史彦(バタフライ)

第 26 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう)

11:23 第 27 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 陳

坤・宋 袁明清(MBC)

11:34 第 29 試合：木下

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 28 試合：北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 米子 和佳・池田 結南(kitson)
第 30 試合：岡本

大・児玉 史彦(バタフライ) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

11:45 第 31 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

第 32 試合：北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう)

11:56 第 33 試合：木下

第 34 試合：岡本

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC) 陳

坤・宋 袁明清(MBC)

大・児玉 史彦(バタフライ) 米子 和佳・池田 結南(kitson)

12:07 第 35 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 36 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

12:18 第 37 試合：木下

第 38 試合：岡本

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

12:29 第 39 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 陳
12:40 第 41 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 木下

坤・宋 袁明清(MBC)
光・笹岡 志歩(LinRanRan BC)

大・児玉 史彦(バタフライ) 澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう)

第 40 試合：西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)
第 42 試合：岡本

大・児玉 史彦(バタフライ) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

12:51 第 43 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

第 44 試合：陳

13:02 第 45 試合：米子 和佳・池田 結南(kitson) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 46 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 岡本

13:13 第 47 試合：中山 博之・ 森下 明彦(minion) 木下

第 48 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

光・笹岡 志歩(LinRanRan BC)

坤・宋 袁明清(MBC) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)
大・児玉 史彦(バタフライ)

13:24 第 49 試合：澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 50 試合：陳

13:35 第 51 試合：窪内 露子・川上 安理沙(双打) 中山 博之・ 森下 明彦(minion)

第 52 試合：木下

13:46 第 53 試合：北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 54 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 米子 和佳・池田 結南(kitson)

13:57 第 55 試合：澁谷 雅之・田中 健寛(ぶどう) 陳

坤・宋 袁明清(MBC)

坤・宋 袁明清(MBC) 米子 和佳・池田 結南(kitson)
光・笹岡 志歩(LinRanRan BC) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

初心者A 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）
設定時間 4コート(初心者A 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)
9:00
9:11
9:22
9:33
9:44
9:55
10:06
10:17
10:28
10:39
10:50
11:01
11:12
11:23
11:34
11:45
11:56
12:07
12:18
12:29
12:40
12:51
13:02
13:13
13:24
13:35
13:46
13:57
14:08
14:19
14:30
14:41
14:52

第 01 試合：矢野 稜人・森

英幸(LinRanRan BC) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

第 03 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

9コート(初心者A 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)
第 02 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)
第 04 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき)

第 05 試合：小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部) 戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 第 06 試合：中石 洋一・中橋
第 07 試合：矢野 稜人・森

良(ぶどう) 田

昊川・王

澤誠(MBC)

英幸(LinRanRan BC) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 08 試合：伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

第 09 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき)

第 10 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

第 11 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 田

第 12 試合：小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部) 中石 洋一・中橋

第 13 試合：矢野 稜人・森

昊川・王

澤誠(MBC)

英幸(LinRanRan BC) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

第 14 試合：岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 15 試合：戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC) 第 16 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 田

第 17 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 中石 洋一・中橋
第 19 試合：矢野 稜人・森

第 21 試合：田

良(ぶどう)

昊川・王

澤誠(MBC)

第 18 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部)

英幸(LinRanRan BC) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき) 第 20 試合：戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

昊川・王

澤誠(MBC) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 23 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部)
第 25 試合：矢野 稜人・森

良(ぶどう)

第 22 試合：中石 洋一・中橋

第 24 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC)

英幸(LinRanRan BC) 戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 第 26 試合：田

第 27 試合：中石 洋一・中橋

良(ぶどう) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

良(ぶどう) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

昊川・王

澤誠(MBC) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき)

第 28 試合：小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 29 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC) 第 30 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 川田 未来・隅田 恵子(ちるばど)
第 31 試合：矢野 稜人・森

英幸(LinRanRan BC) 田

昊川・王

澤誠(MBC)

第 32 試合：中石 洋一・中橋

良(ぶどう) 戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

第 33 試合：小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき) 第 34 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

第 35 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 36 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

第 37 試合：矢野 稜人・森

第 38 試合：小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部) 田

英幸(LinRanRan BC) 中石 洋一・中橋

良(ぶどう)

昊川・王

澤誠(MBC)

第 39 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 第 40 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき)

第 41 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

第 42 試合：山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

第 43 試合：矢野 稜人・森

第 44 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 中石 洋一・中橋

英幸(LinRanRan BC) 小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部)

第 45 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 田

昊川・王

澤誠(MBC)

良(ぶどう)

第 46 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

第 47 試合：岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC) 第 48 試合：伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)
第 49 試合：矢野 稜人・森

英幸(LinRanRan BC) 徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 第 50 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部)

第 51 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 中石 洋一・中橋

良(ぶどう)

第 52 試合：田

昊川・王

澤誠(MBC) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

第 53 試合：戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 54 試合：岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

第 55 試合：矢野 稜人・森

第 56 試合：岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど) 徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC)

英幸(LinRanRan BC) 川田 未来・隅田 恵子(ちるばど)

第 57 試合：小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

第 58 試合：中石 洋一・中橋

第 59 試合：田

澤誠(MBC) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

第 60 試合：戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき)

英幸(LinRanRan BC) 岡本 高幸・松井 まゆ(ちるばど)

第 62 試合：川田 未来・隅田 恵子(ちるばど) 石野 利尚・田上 沙織(ラブシャトルBC)

昊川・王

第 61 試合：矢野 稜人・森

良(ぶどう) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 63 試合：徳永 和也・児玉 飛鳥(LinRanRan BC) 山中 佳乃・村上 由真(あんふぇあ)

第 64 試合：小松 文徳・島﨑 雅美(まったりバド部) 伊井 春夫・中山 和史(あんふぇあ)

第 65 試合：中石 洋一・中橋

第 66 試合：田

良(ぶどう) 岩崎 航志・井田 成斗(ぴーすまいる☆あき)

昊川・王

澤誠(MBC) 戸梶小夜・伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

初心者B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）
設定時間 5コート(初心者B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)
9:00
9:11
9:22
9:33
9:44
9:55
10:06
10:17
10:28
10:39
10:50
11:01
11:12
11:23
11:34
11:45
11:56
12:07
12:18
12:29
12:40
12:51
13:02
13:13
13:24
13:35
13:46
13:57
14:08
14:19
14:30
14:41
14:52

10コート(初心者B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)

第 01 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 02 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 芝

第 03 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

第 04 試合：森本

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

豊・森本 裕子(ぶどう) 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき)

第 05 試合：片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部) 中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 第 06 試合：福田 和生・恒石 美月(MBC) ﾖﾝｼﾞｭﾝ

第 07 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 芝

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC)

第 08 試合：宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 09 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき)

第 10 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき)

第 11 試合：森本

第 12 試合：片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部) 福田 和生・恒石 美月(MBC)

豊・森本 裕子(ぶどう) ﾖﾝｼﾞｭﾝ

・ﾀﾝｸﾝ(MBC)

第 13 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

第 14 試合：元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき) 芝

第 15 試合：中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 16 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） ﾖﾝｼﾞｭﾝ

第 17 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 福田 和生・恒石 美月(MBC)

第 18 試合：森本

第 19 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき)

第 20 試合：中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

第 21 試合：ﾖﾝｼﾞｭﾝ

第 22 試合：福田 和生・恒石 美月(MBC) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC) 芝

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC)

豊・森本 裕子(ぶどう) 片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部)

第 23 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部)

第 24 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 森本

第 25 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき)

第 26 試合：ﾖﾝｼﾞｭﾝ

第 27 試合：福田 和生・恒石 美月(MBC) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

第 28 試合：片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部) 芝

第 29 試合：森本

第 30 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど)

豊・森本 裕子(ぶどう) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 31 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) ﾖﾝｼﾞｭﾝ

・ﾀﾝｸﾝ(MBC)

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC) 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき)
一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

第 32 試合：福田 和生・恒石 美月(MBC) 中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき)

第 33 試合：片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部) 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき) 第 34 試合：森本

第 35 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 芝

豊・森本 裕子(ぶどう)

豊・森本 裕子(ぶどう) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

第 36 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 37 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 福田 和生・恒石 美月(MBC)

第 38 試合：片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部) ﾖﾝｼﾞｭﾝ

第 39 試合：森本

第 40 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき)

豊・森本 裕子(ぶどう) 中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC)

第 41 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

第 42 試合：芝

第 43 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部)

第 44 試合：森本

第 45 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) ﾖﾝｼﾞｭﾝ

第 46 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC)

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)
豊・森本 裕子(ぶどう) 福田 和生・恒石 美月(MBC)

第 47 試合：元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 48 試合：宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 芝

第 49 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 森本

第 50 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部)

豊・森本 裕子(ぶどう)

第 51 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 福田 和生・恒石 美月(MBC)
第 53 試合：中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 芝

第 52 試合：ﾖﾝｼﾞｭﾝ

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC) 第 54 試合：元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

第 55 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど)

第 56 試合：矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr） 森本

豊・森本 裕子(ぶどう)

第 57 試合：片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 58 試合：福田 和生・恒石 美月(MBC) 芝

第 59 試合：ﾖﾝｼﾞｭﾝ

第 60 試合：中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき)

・ﾀﾝｸﾝ(MBC) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

第 61 試合：森中 保幸・櫨井 優衣(フォレスト) 矢野 晄大・石井 宋季(ﾗｸｰﾝjr）

第 62 試合：坂本 千里・豊島いづみ(ちるばど) 大坪 美結・髙橋 優菜(kitson)

第 63 試合：森本

第 64 試合：片岡 真悟・中平 佳奈(まったりバド部) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

豊・森本 裕子(ぶどう) 芝

一男・畠山 早代(ラブシャトルBC)

第 65 試合：福田 和生・恒石 美月(MBC) 元久 敦之・筒井 彩可(ぴーすまいる☆あき)

第 66 試合：ﾖﾝｼﾞｭﾝ

・ﾀﾝｸﾝ(MBC) 中川 将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき)

