第１０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、21点×1G（延長ポイントなし、チェンジエンズ有り）
※ 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３年度大会予定です🎵

お待ちしてます🎵

モカ

新型コロナウィルス感染症対応について
大会前から開会式までのお願い
・選手は当日まで及び当日検温を実施し、３７．５℃を目安に参加の判断をしてください。

・観客の入場制限はおこないませんが、健康管理は選手に準じておこなってください。

・密を避けるために開会式及び閉会式は各自の試合のコート付近に集合してください。

・常に風の循環および窓を開けておくので防寒の準備をお願いします。

・体調不良及び濃厚接触者等の「疑い」等ある場合も躊躇なく参加を控えてください。

大会中のお願い
濃厚接触者を防ぐために以下の内容を順守してください。
・ゲーム中及び食事中以外は、すべての場面でマスクの着用をお願いします。

・フロアに入ってくる際には試合後の審判時に体を冷やさないように防寒着を持ってきてください。

・ゲーム開始及び終了時の握手は省略し、立礼でお願いします。

・フロアには原則選手審判以外は下りないようにお願いします。

・座席には余裕がありますので、すべての場面で隣の席は空けて利用してください。

・応援の際は密にならず拍手のみで、声援はしないようお願いします。

・すべての活動後に手洗い、手指消毒等の励行をお願いします。

・食事の際が、一番「濃厚接触者の定義」に抵触する可能性が高いのでご注意ください。

第10回mokabad杯メンバー表
初心者Ａ：21P×1G（2-3コート）

初級Ａ：21P×１G（1-6コート）

ぴーすまいる☆あき

岩﨑 航志・家野本貴美子

ちろりんず

村井

ラクーン・ミラモン

中川 大輔・濱田

マンデイ

隅田 恵子・高橋 清光

スイング

杉本 則夫・熊沢 貴史

へなちょこBMC

石野 利尚・大山

MBC

高健

バタフライ

三田健一朗・青木 里紗

あんふぇあ

伊井 春夫・中山 和司

ラクーン・5.6

石井 聖花・濱田 夢来

ラクーン・ザラキ

三谷 新太・石井 嗣樹

ぴーすまいる☆あき

元久 敦之・藤本 有希

ラクーンシニア

石井 雄児・石井 優美

モカバド

植田 晃平・植田 里奈

津野ジュニア

常石 新大・山崎 和代

MBC

ヒョンス

津野ジュニア

常石 稜良・常石りあん

モカちん

岡村

津野ジュニア

小橋 風矢・長永 健宏

あんふぇあ

西本 光孝・橋田 祐樹

ちるばど

坂本 千里・下元 美穂

Kitson

寺村 勇人・池田 良夫

アーユーキッズ

西川 煌人・竹村 侑真

辿

・アーナッタヤー

初心者B：21P×1G（4-5コート）
ラブシャトル

芝

ちるばど

一男・田上 沙織

学・村井 史恵
功

・ナムイン
力・岡村 嘉子

初級B：21P×1G（9-10コート）
ちろりんず

永野 智大・永野 雅代

豊島いづみ・松井 まゆ

ちるばど

岡本 高幸・川田 未来

へなちょこBMC

田村 智彦・弘末 良子

唐揚柚子胡椒

尾原じゅんな・森崎大貴

OTM+

横川 綾香・中屋 美砂

へなちょこBMC

別府 由佳・田上みのり

ぴーすまいる☆あき

中川 将志・蛭子 大貴

OTM+

横川 竜也・山岡 史弥

LinLinRanRanBC

徳永 和也・宮内 飛鳥

LinLinRanRanBC 田内 綾一・立田 麻奈

MBC

山本みな子・恒石 美月

スイング

岡﨑 保人・近沢

あんふぇあ

宗石 千茶・池田 富子

MBC

陳

あんふぇあ

西原知佐子・村上 由真

あんふぇあ

伊藤 勝次・伊井 美香

Kitson

宗石 真一・中野

kitson

池田 結南・米子 和佳

マンデイ

西森佐津子・平田明美・濵田敦子 ファストパス

満

津野ジュニア

中級：21P×１G（7-8コート）
おーずくん

西川 優人・西森 大起

サイナス

澤田 奈夜・吉岡明日香

徳島文理OB･南高校

鎌田 晴樹・宅間 晴紀

へなちょこBMC

川島 康敬・満井 保人

へなちょこBMC

藤本

へなちょこBMC

山本 憲矢・西村 志穂

フレームショット

小松 豊明・小松麟太郎

OTT

中村良太朗・池上 華穂

minion

中山 博之・森下 明彦

ジジすけ

益田 智希・松尾 捺南

kitson

片山 歩未・中野 里澄

kitson

森尚

OTT

萩野 彰一・中田 麻友

宏

坤・ウィン

北村 征稔・三谷 洋子
岩崎 颯太・常石 昭裕

モカの部

勝・徳久 貴之

太・細川 沙樹

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

初心者A 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(初心者A 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）) 3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

第 01 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ) 第 02 試合：中川 大輔・濱田

9:11

第 03 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア) 第 04 試合：高健

9:22

第 05 試合：伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア)

9:33

第 07 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど) 第 08 試合：小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ)

9:44

第 09 試合：中川 大輔・濱田

9:55

第 11 試合：高健

辿(ラクーン・ミラモン) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど)

・アーナッタヤー(MBC) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア)

第 06 試合：三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ) 石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア)

辿(ラクーン・ミラモン) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア)

第 10 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア)

・アーナッタヤー(MBC) 石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア)

第 12 試合：伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ)

10:06

第 13 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア) 第 14 試合：常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど)

10:17

第 15 試合：常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ) 第 16 試合：中川 大輔・濱田

10:28

第 17 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ)

10:39

第 19 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア) 第 20 試合：常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア)

10:50

第 21 試合：石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど)

11:01

第 23 試合：中川 大輔・濱田

11:12

第 25 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア) 第 26 試合：石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア)

11:23

第 27 試合：三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア)

11:34

第 29 試合：高健

11:45

第 31 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア)

第 32 試合：三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ) 常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア)

11:56

第 33 試合：伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア)

第 34 試合：高健

12:07

第 35 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど) 第 36 試合：中川 大輔・濱田

12:18

第 37 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ)

第 38 試合：伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア)

12:29

第 39 試合：高健

第 40 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア)

12:40

第 41 試合：中川 大輔・濱田

12:51

第 43 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ)

13:02

第 45 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア) 第 46 試合：中川 大輔・濱田

13:13

第 47 試合：常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ) 第 48 試合：小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど)

13:24

第 49 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 高健

13:35

第 51 試合：中川 大輔・濱田

13:46

第 53 試合：常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど) 第 54 試合：常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア)

13:57

第 55 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング)

第 56 試合：中川 大輔・濱田

14:08

第 57 試合：伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ)

第 58 試合：三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど)

14:19

第 59 試合：石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア) 第 60 試合：常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア)

14:30

第 61 試合：岩﨑 航志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) 中川 大輔・濱田

14:41

第 63 試合：高健

・アーナッタヤー(MBC) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど)

第 64 試合：伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア)

14:52

第 65 試合：三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ) 常石 稜良・常石りあん(津野ジュニア)

第 66 試合：石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア) 常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア)

第 18 試合：高健

辿(ラクーン・ミラモン) 石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア)

・アーナッタヤー(MBC) 伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ)

第 22 試合：三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ)

辿(ラクーン・ミラモン) 伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 第 24 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 高健

第 28 試合：伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ) 坂本 千里・下元 美穂(ちるばど)

・アーナッタヤー(MBC) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ) 第 30 試合：中川 大輔・濱田

・アーナッタヤー(MBC) 常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア)
辿(ラクーン・ミラモン) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア)

・アーナッタヤー(MBC)

・アーナッタヤー(MBC)

辿(ラクーン・ミラモン) 杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング)

・アーナッタヤー(MBC) 小橋 風矢・長永 健宏(津野ジュニア)
辿(ラクーン・ミラモン) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ)

第 42 試合：坂本 千里・下元 美穂(ちるばど) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ)
第 44 試合：高健

・アーナッタヤー(MBC) 三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ)
辿(ラクーン・ミラモン) 常石 新大・山崎 和代(津野ジュニア)

第 50 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 伊井 春夫・中山 和司(あんふぇあ)

辿(ラクーン・ミラモン) 三谷 新太・石井 嗣樹(ラクーン・ザラキ) 第 52 試合：石井 雄児・石井 優美(ラクーンシニア) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ)

辿(ラクーン・ミラモン) 高健

・アーナッタヤー(MBC)

辿(ラクーン・ミラモン) 第 62 試合：杉本 則夫・熊沢 貴史(スイング) 西川 煌人・竹村 侑真(アーユーキッズ)

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 4コート(初心者B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）) 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

第 01 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ) 第 02 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 宗石 真一・中野

9:11

第 03 試合：横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ)

第 04 試合：中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

9:22

第 05 試合：徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC) 山本みな子・恒石 美月(MBC)

第 06 試合：芝

9:33

第 07 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ) 第 08 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

9:44

第 09 試合：横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 山本みな子・恒石 美月(MBC)

第 10 試合：中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき) 徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC)

9:55

第 11 試合：芝

第 12 試合：西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 宗石 真一・中野

満(Kitson)

満(Kitson)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

10:06

第 13 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 山本みな子・恒石 美月(MBC) 第 14 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC)

10:17

第 15 試合：横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき)

第 16 試合：芝

10:28

第 17 試合：宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 宗石 真一・中野

第 18 試合：山本みな子・恒石 美月(MBC) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

10:39

第 19 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき) 第 20 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 横川 綾香・中屋 美砂(OTM+)

10:50

第 21 試合：芝

11:01

第 23 試合：徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC) 宗石 真一・中野

11:12

第 25 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 第 26 試合：芝

11:23

第 27 試合：徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

11:34

第 29 試合：横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 宗石 真一・中野

11:45

第 31 試合：芝

11:56

第 33 試合：横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 第 34 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ)

12:07

第 35 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 宗石 真一・中野

12:18

第 37 試合：横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC) 第 38 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 山本みな子・恒石 美月(MBC)

12:29

第 39 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 第 40 試合：宗石 真一・中野

12:40

第 41 試合：芝

12:51

第 43 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC)

第 44 試合：宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

13:02

第 45 試合：西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ) 宗石 真一・中野

第 46 試合：芝

13:13

第 47 試合：豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 横川 綾香・中屋 美砂(OTM+)

13:24

第 49 試合：山本みな子・恒石 美月(MBC) 宗石 真一・中野

13:35

第 51 試合：芝

13:46

第 53 試合：中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき) 宗石 真一・中野

13:57

第 55 試合：山本みな子・恒石 美月(MBC) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ)

満(Kitson)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 第 22 試合：山本みな子・恒石 美月(MBC) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ)

満(Kitson) 第 24 試合：中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 山本みな子・恒石 美月(MBC)

第 28 試合：中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ)

満(Kitson) 第 30 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC) 第 32 試合：中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき) 山本みな子・恒石 美月(MBC)

満(Kitson) 第 36 試合：芝 一男・田上 沙織(ラブシャトル) 中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき)

満(Kitson) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 第 42 試合：田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC) 中川 将志・蛭子 大貴(ぴーすまいる☆あき)

満(Kitson)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 田村 智彦・弘末 良子(へなちょこBMC)

第 48 試合：徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

満(Kitson) 第 50 試合：宗石 千茶・池田 富子(あんふぇあ) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ)

一男・田上 沙織(ラブシャトル) 豊島いづみ・松井 まゆ(ちるばど) 第 52 試合：横川 綾香・中屋 美砂(OTM+) 西森佐津子・平田明美・濵田敦子(マンデイ)

満(Kitson)

第 54 試合：徳永 和也・宮内 飛鳥(LinLinRanRanBC) 西原知佐子・村上 由真(あんふぇあ)

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：岡村

9:11

第 03 試合：石野 利尚・大山

9:22

第 05 試合：石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6) 元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき)

9:33

第 07 試合：岡村

9:44

第 09 試合：石野 利尚・大山

9:55

第 11 試合：村井

力・岡村 嘉子(モカちん) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)
功(へなちょこBMC) ヒョンス

力・岡村 嘉子(モカちん) ヒョンス

・ナムイン(MBC)

第 02 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 04 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 植田 晃平・植田 里奈(モカバド)

第 06 試合：村井

学・村井 史恵(ちろりんず) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

・ナムイン(MBC) 第 08 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 植田 晃平・植田 里奈(モカバド)

功(へなちょこBMC) 元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき)

第 10 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6)

学・村井 史恵(ちろりんず) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ) 第 12 試合：ヒョンス

・ナムイン(MBC) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

10:06

第 13 試合：岡村

10:17

第 15 試合：石野 利尚・大山

10:28

第 17 試合：植田 晃平・植田 里奈(モカバド) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

10:39

第 19 試合：岡村

力・岡村 嘉子(モカちん) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 第 20 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 石野 利尚・大山

10:50

第 21 試合：村井

学・村井 史恵(ちろりんず) 植田 晃平・植田 里奈(モカバド)

11:01

第 23 試合：石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ) 第 24 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

11:12

第 25 試合：岡村

11:23

第 27 試合：石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6) 植田 晃平・植田 里奈(モカバド)

第 28 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) ヒョンス

11:34

第 29 試合：石野 利尚・大山

第 30 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

11:45

第 31 試合：村井

11:56

第 33 試合：石野 利尚・大山

12:07

第 35 試合：岡村

12:18

第 37 試合：石野 利尚・大山

12:29

第 39 試合：岡村

12:40

第 41 試合：村井

12:51

第 43 試合：岡村

13:02

第 45 試合：ヒョンス

13:13

第 47 試合：岡村

13:24

第 49 試合：元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 50 試合：植田 晃平・植田 里奈(モカバド) ヒョンス

13:35

第 51 試合：村井

第 52 試合：石野 利尚・大山

13:46

第 53 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 54 試合：石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6) ヒョンス

13:57

第 55 試合：元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき) 植田 晃平・植田 里奈(モカバド)

力・岡村 嘉子(モカちん) 元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき) 第 14 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6)

功(へなちょこBMC) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

第 16 試合：村井

・ナムイン(MBC)

第 18 試合：元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

第 22 試合：元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき) ヒョンス

力・岡村 嘉子(モカちん) 隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 第 26 試合：村井

功(へなちょこBMC) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

学・村井 史恵(ちろりんず) ヒョンス

功(へなちょこBMC)

・ナムイン(MBC)

学・村井 史恵(ちろりんず) 元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき)

・ナムイン(MBC)

学・村井 史恵(ちろりんず) 石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6) 第 32 試合：三田健一朗・青木 里紗(バタフライ) 元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき)

功(へなちょこBMC) 植田 晃平・植田 里奈(モカバド) 第 34 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) ヒョンス

力・岡村 嘉子(モカちん) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ)

第 36 試合：村井

・ナムイン(MBC)

学・村井 史恵(ちろりんず) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

功(へなちょこBMC) 石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6) 第 38 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 元久 敦之・藤本 有希(ぴーすまいる☆あき)

力・岡村 嘉子(モカちん) 植田 晃平・植田 里奈(モカバド) 第 40 試合：西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)
学・村井 史恵(ちろりんず) 石野 利尚・大山

功(へなちょこBMC)

力・岡村 嘉子(モカちん) 石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6)

第 42 試合：隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ) 三田健一朗・青木 里紗(バタフライ)

第 44 試合：植田 晃平・植田 里奈(モカバド) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

・ナムイン(MBC) 西本 光孝・橋田 祐樹(あんふぇあ) 第 46 試合：村井

力・岡村 嘉子(モカちん) 石野 利尚・大山

学・村井 史恵(ちろりんず) 岡村

学・村井 史恵(ちろりんず) 隅田 恵子・高橋 清光(マンデイ)

功(へなちょこBMC) 第 48 試合：石井 聖花・濱田 夢来(ラクーン・5.6) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

力・岡村 嘉子(モカちん)

・ナムイン(MBC)

功(へなちょこBMC) 寺村 勇人・池田 良夫(Kitson)

・ナムイン(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 9コート(初級B 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）) 10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：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

第 02 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

9:11

第 03 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 池田 結南・米子 和佳(kitson)

第 04 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

9:22

第 05 試合：横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 陳

第 06 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC) 岡﨑 保人・近沢

9:33

第 07 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

第 08 試合：池田 結南・米子 和佳(kitson) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

9:44

第 09 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

第 10 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 陳

9:55

第 11 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 岡﨑 保人・近沢

坤・ウィン(MBC)

宏(スイング)

坤・ウィン(MBC)

宏(スイング) 第 12 試合：横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC)

10:06

第 13 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 池田 結南・米子 和佳(kitson)

第 14 試合：伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

10:17

第 15 試合：陳

第 16 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 岡﨑 保人・近沢

10:28

第 17 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC)

第 18 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 横川 竜也・山岡 史弥(OTM+)

10:39

第 19 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

第 20 試合：陳

10:50

第 21 試合：岡﨑 保人・近沢

11:01

第 23 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 第 24 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC)

11:12

第 25 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 陳

11:23

第 27 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC) 池田 結南・米子 和佳(kitson) 第 28 試合：横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

11:34

第 29 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

第 30 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒)

11:45

第 31 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 岡﨑 保人・近沢

第 32 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC) 陳

11:56

第 33 試合：横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ) 第 34 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 池田 結南・米子 和佳(kitson)

12:07

第 35 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

第 36 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

12:18

第 37 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC)

第 38 試合：横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 岡﨑 保人・近沢

12:29

第 39 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 陳

12:40

第 41 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 池田 結南・米子 和佳(kitson) 第 42 試合：北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

12:51

第 43 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 横川 竜也・山岡 史弥(OTM+)

第 44 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC)

13:02

第 45 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 岡﨑 保人・近沢

第 46 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 陳

13:13

第 47 試合：伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

13:24

第 49 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 第 50 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 横川 竜也・山岡 史弥(OTM+)

13:35

第 51 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC)

13:46

第 53 試合：陳

13:57

第 55 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 第 56 試合：岡本 高幸・川田 未来(ちるばど) 別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC)

14:08

第 57 試合：横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

14:19

第 59 試合：岡﨑 保人・近沢

14:30

第 61 試合：永野 智大・永野 雅代(ちろりんず) 岡本 高幸・川田 未来(ちるばど)

14:41

第 63 試合：別府 由佳・田上みのり(へなちょこBMC) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 第 64 試合：横川 竜也・山岡 史弥(OTM+) 池田 結南・米子 和佳(kitson)

14:52

第 65 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

坤・ウィン(MBC) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

宏(スイング)

坤・ウィン(MBC) 池田 結南・米子 和佳(kitson)

宏(スイング) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 第 22 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

坤・ウィン(MBC) 第 26 試合：岡﨑 保人・近沢

宏(スイング)

宏(スイング) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

坤・ウィン(MBC)

宏(スイング)

坤・ウィン(MBC) 第 40 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

宏(スイング)

坤・ウィン(MBC)

第 48 試合：池田 結南・米子 和佳(kitson) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

第 52 試合：岡﨑 保人・近沢

宏(スイング) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

坤・ウィン(MBC) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス) 第 54 試合：伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ) 池田 結南・米子 和佳(kitson)

第 58 試合：田内 綾一・立田 麻奈(LinLinRanRanBC) 北村 征稔・三谷 洋子(ファストパス)

宏(スイング) 池田 結南・米子 和佳(kitson) 第 60 試合：陳

坤・ウィン(MBC) 伊藤 勝次・伊井 美香(あんふぇあ)

第 62 試合：尾原じゅんな・森崎大貴(唐揚柚子胡椒) 岩崎 颯太・常石 昭裕(津野ジュニア)

第 66 試合：岡﨑 保人・近沢

宏(スイング) 陳

坤・ウィン(MBC)

中級 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）
設定時間 7コート(中級 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）) 8コート(中級 21点×１ゲームマッチ（延長ポイントなし）)

9:00

第 01 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT) 第 02 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 森尚

9:11

第 03 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)

第 04 試合：藤本

9:22

第 05 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 中山 博之・森下 明彦(minion)

第 06 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 中村良太朗・池上 華穂(OTT)

9:33

第 07 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT) 第 08 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)

9:44

第 09 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ) 第 10 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 中山 博之・森下 明彦(minion)

9:55

第 11 試合：藤本

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 中村良太朗・池上 華穂(OTT)

太・細川 沙樹(kitson)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ)

第 12 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)

10:06

第 13 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 森尚

10:17

第 15 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 中山 博之・森下 明彦(minion) 第 16 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 中村良太朗・池上 華穂(OTT)

10:28

第 17 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)

第 18 試合：藤本

10:39

第 19 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)

第 20 試合：益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ) 森尚

10:50

第 21 試合：中山 博之・森下 明彦(minion) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT) 第 22 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)

11:01

第 23 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC)

第 24 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 藤本

11:12

第 25 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ)

第 26 試合：中山 博之・森下 明彦(minion) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)

11:23

第 27 試合：中村良太朗・池上 華穂(OTT) 森尚

太・細川 沙樹(kitson)

第 28 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

11:34

第 29 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 藤本

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC)

第 30 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC)

11:45

第 31 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 中山 博之・森下 明彦(minion) 第 32 試合：中村良太朗・池上 華穂(OTT) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ)

11:56

第 33 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)

12:07

第 35 試合：藤本

12:18

第 37 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 中村良太朗・池上 華穂(OTT) 第 38 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 中山 博之・森下 明彦(minion)

12:29

第 39 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ) 第 40 試合：藤本

12:40

第 41 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 森尚

12:51

第 43 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)

第 44 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 中村良太朗・池上 華穂(OTT)

13:02

第 45 試合：藤本

第 46 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ)

13:13

第 47 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 片山 歩未・中野 里澄(kitson) 第 48 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 森尚

13:24

第 49 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 第 50 試合：藤本

13:35

第 51 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 中村良太朗・池上 華穂(OTT)

第 52 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 中山 博之・森下 明彦(minion)

13:46

第 53 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ)

第 54 試合：森尚

13:57

第 55 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 藤本

14:08

第 57 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)

第 58 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 中村良太朗・池上 華穂(OTT)

14:19

第 59 試合：益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

第 60 試合：片山 歩未・中野 里澄(kitson) 森尚

14:30

第 61 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 第 62 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 藤本

14:41

第 63 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 第 64 試合：中村良太朗・池上 華穂(OTT) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

14:52

第 65 試合：中山 博之・森下 明彦(minion) 森尚

15:03

第 67 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 第 68 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC)

15:14

第 69 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

15:25

第 71 試合：中村良太朗・池上 華穂(OTT) 片山 歩未・中野 里澄(kitson) 第 72 試合：中山 博之・森下 明彦(minion) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ)

15:36

第 73 試合：西川 優人・西森 大起(おーずくん) 澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 第 74 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

15:47

第 75 試合：藤本

15:58

第 77 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ) 第 78 試合：中村良太朗・池上 華穂(OTT) 中山 博之・森下 明彦(minion)

太・細川 沙樹(kitson)

第 14 試合：片山 歩未・中野 里澄(kitson) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC)

太・細川 沙樹(kitson)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC)

第 34 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 森尚

太・細川 沙樹(kitson)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT) 第 36 試合：澤田 奈夜・吉岡明日香(サイナス) 鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校)

太・細川 沙樹(kitson)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 中山 博之・森下 明彦(minion)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)

第 42 試合：鎌田 晴樹・宅間 晴紀(徳島文理OB･南高校) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

太・細川 沙樹(kitson)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット)

太・細川 沙樹(kitson) 萩野 彰一・中田 麻友(OTT)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 第 56 試合：川島 康敬・満井 保人(へなちょこBMC) 山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC)

勝・徳久 貴之(へなちょこBMC) 森尚

太・細川 沙樹(kitson)
勝・徳久 貴之(へなちょこBMC)

太・細川 沙樹(kitson) 第 66 試合：益田 智希・松尾 捺南(ジジすけ) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)

太・細川 沙樹(kitson)

第 70 試合：小松 豊明・小松麟太郎(フレームショット) 森尚

太・細川 沙樹(kitson)

第 76 試合：山本 憲矢・西村 志穂(へなちょこBMC) 片山 歩未・中野 里澄(kitson)

