
日時：令和５年４月８日（土）　開場８：００

会場：高知県青少年体育館（天王）

＜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。変更ある場合にコールをおこないます。

＊　得点：種目により違います。

＊　試合終了後は結果を記入用紙にご記入ください。

※　中上級の部（１Ｇ）のみ得点を、その他のクラスは得ゲーム数を記入してください。

＊　勝敗：種目により違います。

＊　審判：敗者が対角2審でおこなってください。（サービスはセルジャッジ）

＜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。

・今大会試合数多く、食事時間が取れません。随時栄養補給をお願いします。

・体育館の自動販売機でご購入以外の者はお持ち帰りください。

・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をめどに片付けをおこないます。

第２０回mokabad杯（個人戦）

↑組合せ等↑

第21回mokabad杯2023年05月14(日)(天王体育館)個人戦

第22回mokabad杯2023年07月08(土)(天王体育館)個人戦

第26回mokabad杯2023年12月16(土)(天王体育館)個人戦

第27回mokabad杯2024年01月13(土)(天王体育館)団体戦

第28回mokabad杯2024年02月17(土)(天王体育館)団体戦

第29回mokabad杯2024年03月17(日)(東部体育館)個人戦

第23回mokabad杯2023年08月05(土)(高知市体育館)団体戦

第24回mokabad杯2023年09月02(土)(天王体育館)個人戦

第25回mokabad杯2023年10月14(土)(東部体育館)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5年度大会予定です🎵

お待ちしてます🎵モカ



第20回mokabad杯参加者名簿

ラブシャトル 芝　　　一男・畠山　早代 たまひよ 西森　大起・蒲原　和之

あんふぇあ 池田　富子・岡村　嘉子 美人のモカちゃん 岡村　　　大・庄野　正博

まったりバド部 太田　勇気・川村日花里 kitson 北川　直幹・三田健一朗

ぶどう 福島　更紀・森本　裕子 kitson 片山　歩未・中野　里澄

ちるばど 隅田　恵子・下元　美穂 kitson 弘内あかり・長崎　宏香

ぴーすまいる☆あき 家野本貴美子・森澤仁 秋桜クラブ 木内　裕哉・射場　海夢

15点×３G　ファイナル11点(延長Pなし) 徳島高校選抜 蓮林　純平・吉成　隼麿

【２コート】初心者Ｂ yattane-nikkin 笹岡　祐都・川﨑　麻由

ラブシャトル 児玉　史彦・田上　沙織 ワンワン 満井　保人・竹崎　統庸

kitson 宗石　真一・中野　　　満 Copain 柳　　　慎吾・藤村　竜也

MBC 竹村　元希・ユヨンジュン ALL Freeee 尾崎　庄一・大泉　太一

ぶどう 渋谷　雅之・市川　光代 ２１点×１G　(延長Pなし)

ぶどう 下元　萌愛・中石　洋一 【７コート】初級Ａ

ぴーすまいる☆あき 岩﨑　航志・永野　達也 仲良しパートナー 宮地　龍輝・近澤　清斗

15点×３G　ファイナル11点(延長Pなし) 基礎バド 中岡　徹矢・山﨑万吏佳

【３コート】初心者Ｃ 秋桜クラブ 林　　　孝弘・大平落 千夏

ラブシャトル 徳永　和也・児玉　飛鳥 minion 中山　博之・森下　明彦

基礎バド（いちご100%） 矢野　稜人・眞鍋　昇隆 ラクーンジュニア 中川　佳月・西森小夏・ゆず

あんふぇあ 伊井　春夫・中山　和司 大田おじた 竹村　泰善・キムジョンエ

まったりバド部 小松　文徳・片岡　真悟 15点×３G(延長Pなし)

ぶどう 岡上　　猛　・浜口　敦子 【８コート】初級Ｂ

ぶどう 岡崎　潔仁・杉崎　幸子 ラクーンジュニア 中川　大輔・五十田　彩乃

ALL Freeee 坂尾　新一・伊吹知之 大田おじた リュソンハ・真鍋　麻美

15点×２G　(延長Pなし) 大田おじた キムジョムドン・杉山　加奈子

【４コート】初心者Ｄ MBC パボルパス・タンクン

基礎バド 吉田　　　晃・白石　安弘 ぴーすまいる☆あき 元久　敦之・石黒　奈緒子

ちるばど 岡本　高幸・川田　未来

MBC 恒石　美月・プリヤパット・セイシュ 15点×３G(延長Pなし)

ぶどう 森本　　豊　・本川　亮一 【９コート】初級Ｃ

ALL Freeee 山岡　正武・森田　桂司 kitson 池田　結南・森本　早貴

マンデイ 伊藤まゆみ・平田明美 秋桜クラブ 八坂　康之・大西　遥花

ちるばど 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花 あんふぇあ 伊藤　勝次・伊井　美香

15点×２G　(延長Pなし) ぶどう 西村　太洋・田中　健寛

【５コート】初級Ｅ モザイク 筒井　弥巳・浜野　美穂

ぶどう 下元　敏雅・下元　慶次 大田おじた キムテソン・本田かおり

ぴーすまいる☆あき 角野　昌基・蛭子　大貴 15点×３G(延長Pなし)

ALL Freeee 澤田　奈夜・山本　達也 【１０コート】初級Ｄ

kitson 宮田　　　勲・池田　良夫 あんふぇあ 橋田　祐樹・宗石　千茶

秋桜クラブ 矢部　義忠・今井　希実 大田おじた キムソンギ・キムトゥジャ

大田おじた カンヨンジェ・中越ういか 秋桜クラブ 米田　耕資・米田　亘子

15点×３G(延長Pなし) ぶどう 池添　正人・村井　裕子

ぶどう 中橋　　　良・兼田　将吾

マンデイ 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子

大田おじた チョンギョンア・福田和生

15点×２G　(延長Pなし)

【１コート】初心者Ａ 【６コート】中上級



各コート第1～５試合一覧
 1コート 第01試合 初心者A 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき)

 1コート 第02試合 初心者A 池田富子・岡村嘉子(あんふぇあ) 隅田恵子・下元美穂(ちるばど)

 1コート 第03試合 初心者A 太田勇気・川村日花里(まったりバド部) 福島更紀・森本裕子(ぶどう)

 1コート 第04試合 初心者A 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) 隅田恵子・下元美穂(ちるばど)

 1コート 第05試合 初心者A 福島更紀・森本裕子(ぶどう) 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき)

 2コート 第01試合 初心者B 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき)

 2コート 第02試合 初心者B 宗石真一・中野 満(kitson) 下元萌愛・中石洋一(ぶどう)

 2コート 第03試合 初心者B 竹村元希・ユヨンジュン(MBC) 渋谷雅之・市川光代(ぶどう)

 2コート 第04試合 初心者B 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) 下元萌愛・中石洋一(ぶどう)

 2コート 第05試合 初心者B 渋谷雅之・市川光代(ぶどう) 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき)

 3コート 第01試合 初心者C 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）) 坂尾新一　伊吹知之(ALL Freeee)

 3コート 第02試合 初心者C 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ) 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう)

 3コート 第03試合 初心者C 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部) 岡上猛　・浜口敦子(ぶどう)

 3コート 第04試合 初心者C 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) 坂尾新一　伊吹知之(ALL Freeee)

 3コート 第05試合 初心者C 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）) 岡上猛　・浜口敦子(ぶどう)

 4コート 第01試合 初心者D 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

 4コート 第02試合 初心者D 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC) 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

 4コート 第03試合 初心者D 森本豊　・本川亮一(ぶどう) 山岡正武　森田桂司(ALL Freeee)

 4コート 第04試合 初心者D 吉田晃・白石安弘(基礎バド) 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

 4コート 第05試合 初心者D 山岡正武　森田桂司(ALL Freeee)

 5コート 第01試合 初級E 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた)

 5コート 第02試合 初級E 角野昌基・蛭子大貴(ぴーすまいる☆あき) 矢部 義忠・今井 希実(秋桜クラブ)

 5コート 第03試合 初級E 澤田奈夜　山本達也(ALL Freeee) 宮田 勲・池田良夫(kitson)

 5コート 第04試合 初級E 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) 矢部 義忠・今井 希実(秋桜クラブ)

 5コート 第05試合 初級E 宮田 勲・池田良夫(kitson) カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた)

 6コート 第01試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 尾崎庄一・大泉太一(ALL Freeee)

 6コート 第02試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)

 6コート 第03試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)

 6コート 第04試合 中上級 弘内あかり・長崎宏香(kitson) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)

 6コート 第05試合 中上級 木内 裕哉・射場 海夢(秋桜クラブ) 蓮林　純平・吉成　隼麿(徳島高校選抜)

 7コート 第01試合 初級A 宮地 龍輝 ・近澤清斗(仲良しパートナー) 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた)

 7コート 第02試合 初級A 林孝弘・大平落 千夏(秋桜クラブ) 中山博之・森下明彦(minion)

 7コート 第03試合 初級A 宮地 龍輝 ・近澤清斗(仲良しパートナー) 中川佳月・西森小夏・ゆず(ラクーンジュニア)

 7コート 第04試合 初級A 中山博之・森下明彦(minion) 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた)

 7コート 第05試合 初級A 中岡徹矢・山﨑万吏佳(基礎バド) 林孝弘・大平落 千夏(秋桜クラブ)

 8コート 第01試合 初級B 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) 岡本高幸・川田未来(ちるばど)

 8コート 第02試合 初級B リュソンハ・真鍋麻美(大田おじた) 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき)

 8コート 第03試合 初級B キムジョムドン・杉山加奈子(大田おじた) パボルパス・タンクン(MBC)

 8コート 第04試合 初級B 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき)

 8コート 第05試合 初級B パボルパス・タンクン(MBC) 岡本高幸・川田未来(ちるばど)

 9コート 第01試合 初級C 池田結南・森本早貴(kitson) キムテソン・本田かおり(大田おじた)

 9コート 第02試合 初級C 八坂 康之・大西 遥花(秋桜クラブ) 筒井弥巳　浜野美穂(モザイク)

 9コート 第03試合 初級C 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ) 西村太洋・田中健寛(ぶどう)

 9コート 第04試合 初級C 池田結南・森本早貴(kitson) 筒井弥巳　浜野美穂(モザイク)

 9コート 第05試合 初級C 西村太洋・田中健寛(ぶどう) キムテソン・本田かおり(大田おじた)

 10コート 第01試合 初級D キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

 10コート 第02試合 初級D 米田 耕資・米田 亘子(秋桜クラブ) 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ)

 10コート 第03試合 初級D 池添正人・村井裕子(ぶどう) 中橋良　・兼田将吾(ぶどう)

 10コート 第04試合 初級D 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

 10コート 第05試合 初級D キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) 中橋良　・兼田将吾(ぶどう)



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初心者A 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき)

第02試合 初心者A 池田富子・岡村嘉子(あんふぇあ) 隅田恵子・下元美穂(ちるばど)

第03試合 初心者A 太田勇気・川村日花里(まったりバド部) 福島更紀・森本裕子(ぶどう)

第04試合 初心者A 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) 隅田恵子・下元美穂(ちるばど)

第05試合 初心者A 福島更紀・森本裕子(ぶどう) 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき)

第06試合 初心者A 池田富子・岡村嘉子(あんふぇあ) 太田勇気・川村日花里(まったりバド部)

第07試合 初心者A 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) 福島更紀・森本裕子(ぶどう)

第08試合 初心者A 太田勇気・川村日花里(まったりバド部) 隅田恵子・下元美穂(ちるばど)

第09試合 初心者A 池田富子・岡村嘉子(あんふぇあ) 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき)

第10試合 初心者A 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) 太田勇気・川村日花里(まったりバド部)

第11試合 初心者A 池田富子・岡村嘉子(あんふぇあ) 福島更紀・森本裕子(ぶどう)

第12試合 初心者A 隅田恵子・下元美穂(ちるばど) 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき)

第13試合 初心者A 芝一男・畠山早代(ラブシャトル) 池田富子・岡村嘉子(あんふぇあ)

第14試合 初心者A 太田勇気・川村日花里(まったりバド部) 家野本貴美子・森澤仁(ぴーすまいる☆あき)

第15試合 初心者A 福島更紀・森本裕子(ぶどう) 隅田恵子・下元美穂(ちるばど)

【１コート】初心者A 15点×3ゲームマッチ※ファイナル11点（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初心者B 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき)

第02試合 初心者B 宗石真一・中野満(kitson) 下元萌愛・中石洋一(ぶどう)

第03試合 初心者B 竹村元希・ユヨンジュン(MBC) 渋谷雅之・市川光代(ぶどう)

第04試合 初心者B 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) 下元萌愛・中石洋一(ぶどう)

第05試合 初心者B 渋谷雅之・市川光代(ぶどう) 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき)

第06試合 初心者B 宗石真一・中野満(kitson) 竹村元希・ユヨンジュン(MBC)

第07試合 初心者B 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) 渋谷雅之・市川光代(ぶどう)

第08試合 初心者B 竹村元希・ユヨンジュン(MBC) 下元萌愛・中石洋一(ぶどう)

第09試合 初心者B 宗石真一・中野満(kitson) 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき)

第10試合 初心者B 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) 竹村元希・ユヨンジュン(MBC)

第11試合 初心者B 宗石真一・中野満(kitson) 渋谷雅之・市川光代(ぶどう)

第12試合 初心者B 下元萌愛・中石洋一(ぶどう) 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき)

第13試合 初心者B 児玉史彦・田上沙織(ラブシャトル) 宗石真一・中野満(kitson)

第14試合 初心者B 竹村元希・ユヨンジュン(MBC) 岩﨑航志・永野達也(ぴーすまいる☆あき)

第15試合 初心者B 渋谷雅之・市川光代(ぶどう) 下元萌愛・中石洋一(ぶどう)

【２コート】初心者Ｂ 15点×3ゲームマッチ※ファイナル11点（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初心者C 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）) 坂尾新一伊吹知之(ALLFreeee)

第02試合 初心者C 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ) 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう)

第03試合 初心者C 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部) 岡上猛・浜口敦子(ぶどう)

第04試合 初心者C 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) 坂尾新一伊吹知之(ALLFreeee)

第05試合 初心者C 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）) 岡上猛・浜口敦子(ぶどう)

第06試合 初心者C 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ) 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部)

第07試合 初心者C 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう)

第08試合 初心者C 岡上猛・浜口敦子(ぶどう) 坂尾新一伊吹知之(ALLFreeee)

第09試合 初心者C 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）) 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ)

第10試合 初心者C 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) 岡上猛・浜口敦子(ぶどう)

第11試合 初心者C 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部) 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう)

第12試合 初心者C 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ) 坂尾新一伊吹知之(ALLFreeee)

第13試合 初心者C 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部)

第14試合 初心者C 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ) 岡上猛・浜口敦子(ぶどう)

第15試合 初心者C 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）) 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう)

第16試合 初心者C 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) 伊井春夫・中山和司(あんふぇあ)

第17試合 初心者C 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）) 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部)

第18試合 初心者C 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう) 坂尾新一伊吹知之(ALLFreeee)

第19試合 初心者C 徳永和也・児玉飛鳥(ラブシャトル) 矢野稜人・眞鍋昇隆(基礎バド（いちご100%）)

第20試合 初心者C 小松文徳・片岡真悟(まったりバド部) 坂尾新一伊吹知之(ALLFreeee)

第21試合 初心者C 岡上猛・浜口敦子(ぶどう) 岡崎潔仁・杉崎幸子(ぶどう)

【３コート】初心者Ｃ 15点×２ゲームマッチ（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初心者D 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

第02試合 初心者D 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC) 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

第03試合 初心者D 森本豊・本川亮一(ぶどう) 山岡正武森田桂司(ALLFreeee)

第04試合 初心者D 吉田晃・白石安弘(基礎バド) 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

第05試合 初心者D 山岡正武森田桂司(ALLFreeee)

第06試合 初心者D 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC) 森本豊・本川亮一(ぶどう)

第07試合 初心者D 吉田晃・白石安弘(基礎バド) 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

第08試合 初心者D 山岡正武森田桂司(ALLFreeee) 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

第09試合 初心者D 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC)

第10試合 初心者D 吉田晃・白石安弘(基礎バド) 山岡正武森田桂司(ALLFreeee)

第11試合 初心者D 森本豊・本川亮一(ぶどう) 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

第12試合 初心者D 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC) 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

第13試合 初心者D 吉田晃・白石安弘(基礎バド) 森本豊・本川亮一(ぶどう)

第14試合 初心者D 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC) 山岡正武森田桂司(ALLFreeee)

第15試合 初心者D 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

第16試合 初心者D 吉田晃・白石安弘(基礎バド) 恒石美月・プリヤパット・セイシュ(MBC)

第17試合 初心者D 森本豊・本川亮一(ぶどう)

第18試合 初心者D 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ) 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

第19試合 初心者D 吉田晃・白石安弘(基礎バド)

第20試合 初心者D 森本豊・本川亮一(ぶどう) 豊島いづみ・松井まゆ・松井智花(ちるばど)

第21試合 初心者D 山岡正武森田桂司(ALLFreeee) 伊藤まゆみ・平田明美(マンデイ)

【４コート】初心者Ｄ 15点×２ゲームマッチ（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初級A 宮地龍輝・近澤清斗(仲良しパートナー) 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた)

第02試合 初級A 林孝弘・大平落千夏(秋桜クラブ) 中山博之・森下明彦(minion)

第03試合 初級A 宮地龍輝・近澤清斗(仲良しパートナー) 中川佳月・西森小夏・ゆず(ラクーンジュニア)

第04試合 初級A 中山博之・森下明彦(minion) 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた)

第05試合 初級A 中岡徹矢・山﨑万吏佳(基礎バド) 林孝弘・大平落千夏(秋桜クラブ)

第06試合 初級A 宮地龍輝・近澤清斗(仲良しパートナー) 中山博之・森下明彦(minion)

第07試合 初級A 中岡徹矢・山﨑万吏佳(基礎バド) 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた)

第08試合 初級A 宮地龍輝・近澤清斗(仲良しパートナー) 林孝弘・大平落千夏(秋桜クラブ)

第09試合 初級A 中岡徹矢・山﨑万吏佳(基礎バド) 中山博之・森下明彦(minion)

第10試合 初級A 中川佳月・西森小夏・ゆず(ラクーンジュニア) 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた)

第11試合 初級A 林孝弘・大平落千夏(秋桜クラブ) 中川佳月・西森小夏・ゆず(ラクーンジュニア)

第12試合 初級A 宮地龍輝・近澤清斗(仲良しパートナー) 中岡徹矢・山﨑万吏佳(基礎バド)

第13試合 初級A 林孝弘・大平落千夏(秋桜クラブ) 竹村泰善・キムジョンエ(大田おじた)

第14試合 初級A 中岡徹矢・山﨑万吏佳(基礎バド) 中川佳月・西森小夏・ゆず(ラクーンジュニア)

第15試合 初級A 中山博之・森下明彦(minion) 中川佳月・西森小夏・ゆず(ラクーンジュニア)

【７コート】初級Ａ 15点×３ゲームマッチ（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初級B 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) 岡本高幸・川田未来(ちるばど)

第02試合 初級B リュソンハ・真鍋麻美(大田おじた) 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき)

第03試合 初級B キムジョムドン・杉山加奈子(大田おじた) パボルパス・タンクン(MBC)

第04試合 初級B 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき)

第05試合 初級B パボルパス・タンクン(MBC) 岡本高幸・川田未来(ちるばど)

第06試合 初級B リュソンハ・真鍋麻美(大田おじた) キムジョムドン・杉山加奈子(大田おじた)

第07試合 初級B 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) パボルパス・タンクン(MBC)

第08試合 初級B キムジョムドン・杉山加奈子(大田おじた) 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき)

第09試合 初級B リュソンハ・真鍋麻美(大田おじた) 岡本高幸・川田未来(ちるばど)

第10試合 初級B 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) キムジョムドン・杉山加奈子(大田おじた)

第11試合 初級B リュソンハ・真鍋麻美(大田おじた) パボルパス・タンクン(MBC)

第12試合 初級B 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき) 岡本高幸・川田未来(ちるばど)

第13試合 初級B 中川大輔・五十田彩乃(ラクーンジュニア) リュソンハ・真鍋麻美(大田おじた)

第14試合 初級B キムジョムドン・杉山加奈子(大田おじた) 岡本高幸・川田未来(ちるばど)

第15試合 初級B パボルパス・タンクン(MBC) 元久敦之・石黒奈緒子(ぴーすまいる☆あき)

【８コート】初級Ｂ 15点×３ゲームマッチ（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初級C 池田結南・森本早貴(kitson) キムテソン・本田かおり(大田おじた)

第02試合 初級C 八坂康之・大西遥花(秋桜クラブ) 筒井弥巳・浜野美穂(モザイク)

第03試合 初級C 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ) 西村太洋・田中健寛(ぶどう)

第04試合 初級C 池田結南・森本早貴(kitson) 筒井弥巳・浜野美穂(モザイク)

第05試合 初級C 西村太洋・田中健寛(ぶどう) キムテソン・本田かおり(大田おじた)

第06試合 初級C 八坂康之・大西遥花(秋桜クラブ) 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ)

第07試合 初級C 池田結南・森本早貴(kitson) 西村太洋・田中健寛(ぶどう)

第08試合 初級C 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ) 筒井弥巳・浜野美穂(モザイク)

第09試合 初級C 八坂康之・大西遥花(秋桜クラブ) キムテソン・本田かおり(大田おじた)

第10試合 初級C 池田結南・森本早貴(kitson) 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ)

第11試合 初級C 八坂康之・大西遥花(秋桜クラブ) 西村太洋・田中健寛(ぶどう)

第12試合 初級C 筒井弥巳・浜野美穂(モザイク) キムテソン・本田かおり(大田おじた)

第13試合 初級C 池田結南・森本早貴(kitson) 八坂康之・大西遥花(秋桜クラブ)

第14試合 初級C 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ) キムテソン・本田かおり(大田おじた)

第15試合 初級C 西村太洋・田中健寛(ぶどう) 筒井弥巳・浜野美穂(モザイク)

【９コート】初級Ｃ 15点×３ゲームマッチ（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初級D キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

第02試合 初級D 米田耕資・米田亘子(秋桜クラブ) 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ)

第03試合 初級D 池添正人・村井裕子(ぶどう) 中橋良・兼田将吾(ぶどう)

第04試合 初級D 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

第05試合 初級D キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) 中橋良・兼田将吾(ぶどう)

第06試合 初級D 米田耕資・米田亘子(秋桜クラブ) 池添正人・村井裕子(ぶどう)

第07試合 初級D 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ)

第08試合 初級D 中橋良・兼田将吾(ぶどう) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

第09試合 初級D キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) 米田耕資・米田亘子(秋桜クラブ)

第10試合 初級D 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) 中橋良・兼田将吾(ぶどう)

第11試合 初級D 池添正人・村井裕子(ぶどう) 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ)

第12試合 初級D 米田耕資・米田亘子(秋桜クラブ) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

第13試合 初級D 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) 池添正人・村井裕子(ぶどう)

第14試合 初級D 米田耕資・米田亘子(秋桜クラブ) 中橋良・兼田将吾(ぶどう)

第15試合 初級D キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ)

第16試合 初級D 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) 米田耕資・米田亘子(秋桜クラブ)

第17試合 初級D キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた) 池添正人・村井裕子(ぶどう)

第18試合 初級D 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

第19試合 初級D 橋田祐樹・宗石千茶(あんふぇあ) キムソンギ・キムトゥジャ(大田おじた)

第20試合 初級D 池添正人・村井裕子(ぶどう) チョンギョンア・福田和生(大田おじた)

第21試合 初級D 中橋良・兼田将吾(ぶどう) 松村弓子・高橋清光・片岡富喜子(マンデイ)

【１０コート】初級Ｄ 15点×２ゲームマッチ（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２

第01試合 初級E 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた)

第02試合 初級E 角野昌基・蛭子大貴(ぴーすまいる☆あき) 矢部義忠・今井希実(秋桜クラブ)

第03試合 初級E 澤田奈夜山本達也(ALLFreeee) 宮田勲・池田良夫(kitson)

第04試合 初級E 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) 矢部義忠・今井希実(秋桜クラブ)

第05試合 初級E 宮田勲・池田良夫(kitson) カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた)

第06試合 初級E 角野昌基・蛭子大貴(ぴーすまいる☆あき) 澤田奈夜山本達也(ALLFreeee)

第07試合 初級E 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) 宮田勲・池田良夫(kitson)

第08試合 初級E 澤田奈夜山本達也(ALLFreeee) 矢部義忠・今井希実(秋桜クラブ)

第09試合 初級E 角野昌基・蛭子大貴(ぴーすまいる☆あき) カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた)

第10試合 初級E 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) 澤田奈夜山本達也(ALLFreeee)

第11試合 初級E 角野昌基・蛭子大貴(ぴーすまいる☆あき) 宮田勲・池田良夫(kitson)

第12試合 初級E 矢部義忠・今井希実(秋桜クラブ) カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた)

第13試合 初級E 下元敏雅・下元慶次(ぶどう) 角野昌基・蛭子大貴(ぴーすまいる☆あき)

第14試合 初級E 澤田奈夜山本達也(ALLFreeee) カンヨンジェ・中越ういか(大田おじた)

第15試合 初級E 宮田勲・池田良夫(kitson) 矢部義忠・今井希実(秋桜クラブ)

【５コート】初級Ｅ 15点×３ゲームマッチ（延長Ｐなし）



試合番号 階級 選手１ 選手２
第01試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第02試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第03試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第04試合 中上級 弘内あかり・長崎宏香(kitson) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)
第05試合 中上級 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ) 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜)
第06試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第07試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第08試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)
第09試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜)
第10試合 中上級 弘内あかり・長崎宏香(kitson) 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ)
第11試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第12試合 中上級 満井保人・竹崎統庸(ワンワン) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第13試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜)
第14試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ)
第15試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 弘内あかり・長崎宏香(kitson)
第16試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第17試合 中上級 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第18試合 中上級 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第19試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 弘内あかり・長崎宏香(kitson)
第20試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 片山歩未・中野里澄(kitson)
第21試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)
第22試合 中上級 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第23試合 中上級 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第24試合 中上級 弘内あかり・長崎宏香(kitson) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第25試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 北川直幹・三田健一朗(kitson)
第26試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜)
第27試合 中上級 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)
第28試合 中上級 弘内あかり・長崎宏香(kitson) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第29試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第30試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第31試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ)
第32試合 中上級 弘内あかり・長崎宏香(kitson) 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜)
第33試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)
第34試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第35試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第36試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 弘内あかり・長崎宏香(kitson)
第37試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ)
第38試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜)
第39試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)
第40試合 中上級 柳慎吾・藤村竜也(Copain) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第41試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 片山歩未・中野里澄(kitson)
第42試合 中上級 北川直幹・三田健一朗(kitson) 弘内あかり・長崎宏香(kitson)
第43試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ)
第44試合 中上級 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第45試合 中上級 満井保人・竹崎統庸(ワンワン) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第46試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 北川直幹・三田健一朗(kitson)
第47試合 中上級 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん) 片山歩未・中野里澄(kitson)
第48試合 中上級 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第49試合 中上級 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第50試合 中上級 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第51試合 中上級 西森大起・蒲原和之(たまひよ) 岡村大・庄野正博(美人のモカちゃん)
第52試合 中上級 片山歩未・中野里澄(kitson) 尾崎庄一・大泉太一(ALLFreeee)
第53試合 中上級 弘内あかり・長崎宏香(kitson) 柳慎吾・藤村竜也(Copain)
第54試合 中上級 木内裕哉・射場海夢(秋桜クラブ) 満井保人・竹崎統庸(ワンワン)
第55試合 中上級 蓮林純平・吉成隼麿(徳島高校選抜) 笹岡祐都・川﨑麻由(yattane-nikkin)

【６コート】中上級 ２１点×１ゲームマッチ（延長Ｐなし）


