
日時：令和４年８月２１日（日）　開場８：００
会場：高知市総合体育館（主・副）

＜コロナ対応＞試合中以外はマスク着用、食事は黙食でお願いします。

＜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：延長ポイントなしの１・２複 ２１点×２ゲーム　３複 ２１点１ゲーム

但し、中上級：1・２・３複全て21点×1ゲーム　初級：1・２・３複全て15点×1ゲーム

　※　試合終了後はマッチ結果を記入してください。記入例（３－２）とか（２－１）

＊　得失ゲーム数→直接対決内再計算→じゃんけん

＊　表彰は各リーグごとにおこないます。（中級、上級は別々に表彰します）

　※　中上級は順位決定戦を実施します。（上級：1-2位、中級1-2位、3-4位決定戦）

＊　相互審判でお願いします審判。（審判が足りない場合は対角2審。）

＜その他＞

・紙媒体のプログラムは印刷しません。

・試合球は本部より準備しますが、練習球は各自でご準備ください。

・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17:00までに片付けを含めて打ち切ります。

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

第１４mokabad杯要項

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

☆ 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。

☆ 今後の令和4年度大会予定です🎵

お待ちしてます🎵モカ



所属 チーム名 所属 チーム名

LinLinRanRan BC LinLinRanRan C LinLinRanRan BC LinLinRanRan A

MBC MBC　Ｂ あんふぇあ スプリング

あんふぇあ あんふぇあ 6 ぴーすまいる☆あき ぴーすまいる☆あききみチーム

ぶどう ぶどう　B ぶどう ぶどう　C

まったりバド部 まったりバド部 ラクーン ラクーンB

マンデイ マンデイ ラブシャトルBC ラブシャトルBC

所属 チーム名 所属 チーム名

ぴーすまいる☆あき ぴーすまいる☆あき元チーム ラクーン ラクーンＡ

ぶどう ぶどう　A ラクーン ラクーンmama

あんふぇあ あんふぇあＡ kitson kitson B

モカバド モカバド ぽんぽこ 泉野クラブ 泉野クラブ

アクア アクア

所属 チーム名 所属 チーム名

TEAM PIERROT (上)ピエロ Campaniya Campaniya

さらば米持ま
た会う日まで、、、

(上)さらば米持

また会う日まで・・・
香南市役所 香南市役所

MBC MBC　Ａ kitson kitson A

WINSTEP WINSTEP フォレストリバー フォレストリバー

金栄クラブ 金栄ＳＦ

中上級：5-6-7コート

第１４回mokabad杯参加チーム一覧
初心者Ａ：9-10コート 初心者Ｂ：4-１1コート

初級：1-2-3コート



試合番号 コート番号 階級 チーム１ チーム２

第 01 試合  10コート 初心者の部A LinLinRanRan C(LinLinRanRan BC) マンデイ(マンデイ)

第 02 試合  11コート 初心者の部A MBC　Ｂ(MBC) まったりバド部(まったりバド部)

第 03 試合  10コート 初心者の部A あんふぇあ 6(あんふぇあ) ぶどう　B(ぶどう)

第 04 試合  11コート 初心者の部A LinLinRanRan C(LinLinRanRan BC) まったりバド部(まったりバド部)

第 05 試合  10コート 初心者の部A ぶどう　B(ぶどう) マンデイ(マンデイ)

第 06 試合  11コート 初心者の部A MBC　Ｂ(MBC) あんふぇあ 6(あんふぇあ)

第 07 試合  10コート 初心者の部A LinLinRanRan C(LinLinRanRan BC) ぶどう　B(ぶどう)

第 08 試合  11コート 初心者の部A あんふぇあ 6(あんふぇあ) まったりバド部(まったりバド部)

第 09 試合  10コート 初心者の部A MBC　Ｂ(MBC) マンデイ(マンデイ)

第 10 試合  11コート 初心者の部A LinLinRanRan C(LinLinRanRan BC) あんふぇあ 6(あんふぇあ)

第 11 試合  10コート 初心者の部A MBC　Ｂ(MBC) ぶどう　B(ぶどう)

第 12 試合  11コート 初心者の部A まったりバド部(まったりバド部) マンデイ(マンデイ)

第 13 試合  10コート 初心者の部A LinLinRanRan C(LinLinRanRan BC) MBC　Ｂ(MBC)

第 14 試合  11コート 初心者の部A あんふぇあ 6(あんふぇあ) マンデイ(マンデイ)

第 15 試合  10コート 初心者の部A ぶどう　B(ぶどう) まったりバド部(まったりバド部)



試合番号 コート番号 階級 チーム１ チーム２

第 01 試合  4コート 初心者の部B LinLinRanRan Aチーム(LinLinRanRan BC) ラブシャトルBC(ラブシャトルBC)

第 02 試合  9コート 初心者の部B スプリング(あんふぇあ) ぶどう　C(ぶどう)

第 03 試合  4コート 初心者の部B ぴーすまいる☆あききみチーム(ぴーすまいる☆あき) ラクーンB(ラクーン)

第 04 試合  9コート 初心者の部B LinLinRanRan Aチーム(LinLinRanRan BC) ぶどう　C(ぶどう)

第 05 試合  4コート 初心者の部B ラクーンB(ラクーン) ラブシャトルBC(ラブシャトルBC)

第 06 試合  9コート 初心者の部B スプリング(あんふぇあ) ぴーすまいる☆あききみチーム(ぴーすまいる☆あき)

第 07 試合  4コート 初心者の部B LinLinRanRan Aチーム(LinLinRanRan BC) ラクーンB(ラクーン)

第 08 試合  9コート 初心者の部B ぴーすまいる☆あききみチーム(ぴーすまいる☆あき) ぶどう　C(ぶどう)

第 09 試合  4コート 初心者の部B スプリング(あんふぇあ) ラブシャトルBC(ラブシャトルBC)

第 10 試合  9コート 初心者の部B LinLinRanRan Aチーム(LinLinRanRan BC) ぴーすまいる☆あききみチーム(ぴーすまいる☆あき)

第 11 試合  4コート 初心者の部B スプリング(あんふぇあ) ラクーンB(ラクーン)

第 12 試合  9コート 初心者の部B ぶどう　C(ぶどう) ラブシャトルBC(ラブシャトルBC)

第 13 試合  4コート 初心者の部B LinLinRanRan Aチーム(LinLinRanRan BC) スプリング(あんふぇあ)

第 14 試合  9コート 初心者の部B ぴーすまいる☆あききみチーム(ぴーすまいる☆あき) ラブシャトルBC(ラブシャトルBC)

第 15 試合  4コート 初心者の部B ラクーンB(ラクーン) ぶどう　C(ぶどう)



試合番号 コート番号 階級 チーム１ チーム２

第 01 試合  1コート 初級の部 ぶどう　A(ぶどう) アクア(アクア)

第 02 試合  2コート 初級の部 あんふぇあＡ(あんふぇあ) 泉野クラブ(泉野クラブ)

第 03 試合  3コート 初級の部 モカバド ぽんぽこ(モカバド) kitson B(kitson)

第 04 試合  1コート 初級の部 ラクーンＡ(ラクーン) ラクーンmama(ラクーン)

第 05 試合  2コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) アクア(アクア)

第 06 試合  3コート 初級の部 ぶどう　A(ぶどう) kitson B(kitson)

第 07 試合  1コート 初級の部 あんふぇあＡ(あんふぇあ) ラクーンmama(ラクーン)

第 08 試合  2コート 初級の部 モカバド ぽんぽこ(モカバド) ラクーンＡ(ラクーン)

第 09 試合  3コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) 泉野クラブ(泉野クラブ)

第 10 試合  1コート 初級の部 kitson B(kitson) アクア(アクア)

第 11 試合  2コート 初級の部 ぶどう　A(ぶどう) ラクーンＡ(ラクーン)

第 12 試合  3コート 初級の部 あんふぇあＡ(あんふぇあ) モカバド ぽんぽこ(モカバド)

第 13 試合  1コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) kitson B(kitson)

第 14 試合  2コート 初級の部 ラクーンmama(ラクーン) 泉野クラブ(泉野クラブ)

第 15 試合  3コート 初級の部 ラクーンＡ(ラクーン) アクア(アクア)

第 16 試合  1コート 初級の部 ぶどう　A(ぶどう) あんふぇあＡ(あんふぇあ)

第 17 試合  2コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) ラクーンmama(ラクーン)

第 18 試合  3コート 初級の部 ラクーンＡ(ラクーン) kitson B(kitson)

第 19 試合  1コート 初級の部 モカバド ぽんぽこ(モカバド) 泉野クラブ(泉野クラブ)

第 20 試合  2コート 初級の部 あんふぇあＡ(あんふぇあ) アクア(アクア)

第 21 試合  3コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) ラクーンＡ(ラクーン)

第 22 試合  1コート 初級の部 モカバド ぽんぽこ(モカバド) ラクーンmama(ラクーン)

第 23 試合  2コート 初級の部 あんふぇあＡ(あんふぇあ) kitson B(kitson)

第 24 試合  3コート 初級の部 ぶどう　A(ぶどう) 泉野クラブ(泉野クラブ)

第 25 試合  1コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) モカバド ぽんぽこ(モカバド)

第 26 試合  2コート 初級の部 あんふぇあＡ(あんふぇあ) ラクーンＡ(ラクーン)

第 27 試合  3コート 初級の部 ぶどう　A(ぶどう) ラクーンmama(ラクーン)

第 28 試合  1コート 初級の部 泉野クラブ(泉野クラブ) アクア(アクア)

第 29 試合  2コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) あんふぇあＡ(あんふぇあ)

第 30 試合  3コート 初級の部 ぶどう　A(ぶどう) モカバド ぽんぽこ(モカバド)

第 31 試合  1コート 初級の部 ラクーンmama(ラクーン) アクア(アクア)

第 32 試合  2コート 初級の部 kitson B(kitson) 泉野クラブ(泉野クラブ)

第 33 試合  3コート 初級の部 ぴーすまいる☆あき元チーム(ぴーすまいる☆あき) ぶどう　A(ぶどう)

第 34 試合  1コート 初級の部 モカバド ぽんぽこ(モカバド) アクア(アクア)

第 35 試合  2コート 初級の部 ラクーンＡ(ラクーン) 泉野クラブ(泉野クラブ)

第 36 試合  3コート 初級の部 ラクーンmama(ラクーン) kitson B(kitson)



試合番号 コート番号 階級 選手１ 選手２
第 01 試合  5コート 中上級の部 (上)ピエロ(TEAM PIERROT) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 02 試合  6コート 中上級の部 Campaniya(Campaniya) kitson A(kitson)
第 03 試合  7コート 中上級の部 MBC　Ａ(MBC) 香南市役所(香南市役所)
第 04 試合  5コート 中上級の部 WINSTEP(WINSTEP) 金栄ＳＦ(金栄クラブ)
第 05 試合  6コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 06 試合  7コート 中上級の部 (上)ピエロ(TEAM PIERROT) 香南市役所(香南市役所)
第 07 試合  5コート 中上級の部 Campaniya(Campaniya) 金栄ＳＦ(金栄クラブ)
第 08 試合  6コート 中上級の部 MBC　Ａ(MBC) WINSTEP(WINSTEP)
第 09 試合  7コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) kitson A(kitson)
第 10 試合  5コート 中上級の部 香南市役所(香南市役所) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 11 試合  6コート 中上級の部 (上)ピエロ(TEAM PIERROT) WINSTEP(WINSTEP)
第 12 試合  7コート 中上級の部 Campaniya(Campaniya) MBC　Ａ(MBC)
第 13 試合  5コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) 香南市役所(香南市役所)
第 14 試合  6コート 中上級の部 金栄ＳＦ(金栄クラブ) kitson A(kitson)
第 15 試合  7コート 中上級の部 WINSTEP(WINSTEP) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 16 試合  5コート 中上級の部 (上)ピエロ(TEAM PIERROT) Campaniya(Campaniya)
第 17 試合  6コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) 金栄ＳＦ(金栄クラブ)
第 18 試合  7コート 中上級の部 WINSTEP(WINSTEP) 香南市役所(香南市役所)
第 19 試合  5コート 中上級の部 MBC　Ａ(MBC) kitson A(kitson)
第 20 試合  6コート 中上級の部 Campaniya(Campaniya) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 21 試合  7コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) WINSTEP(WINSTEP)
第 22 試合  5コート 中上級の部 MBC　Ａ(MBC) 金栄ＳＦ(金栄クラブ)
第 23 試合  6コート 中上級の部 Campaniya(Campaniya) 香南市役所(香南市役所)
第 24 試合  7コート 中上級の部 (上)ピエロ(TEAM PIERROT) kitson A(kitson)
第 25 試合  5コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) MBC　Ａ(MBC)
第 26 試合  6コート 中上級の部 Campaniya(Campaniya) WINSTEP(WINSTEP)
第 27 試合  7コート 中上級の部 (上)ピエロ(TEAM PIERROT) 金栄ＳＦ(金栄クラブ)
第 28 試合  5コート 中上級の部 kitson A(kitson) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 29 試合  6コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) Campaniya(Campaniya)
第 30 試合  7コート 中上級の部 (上)ピエロ(TEAM PIERROT) MBC　Ａ(MBC)
第 31 試合  5コート 中上級の部 金栄ＳＦ(金栄クラブ) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 32 試合  6コート 中上級の部 香南市役所(香南市役所) kitson A(kitson)
第 33 試合  7コート 中上級の部 (上)さらば米持また会う日まで・・・(さらば米持また会う日まで、、、) (上)ピエロ(TEAM PIERROT)
第 34 試合  5コート 中上級の部 MBC　Ａ(MBC) フォレストリバー(フォレストリバー)
第 35 試合  6コート 中上級の部 WINSTEP(WINSTEP) kitson A(kitson)
第 36 試合  7コート 中上級の部 金栄ＳＦ(金栄クラブ) 香南市役所(香南市役所)


