
橋本・平岡 大持・徳元 井上・髙田 順位
橋本　洋記 （鳴門クラブ） 1 (2-1) 3 (2-1)

平岡　知樹 （鳴門クラブ） 17-21,21-15,21-12 15-21,21-19,21-18

大持　翔悟 （Jester） 2 (1-2)

徳元　聖樹 （Jester） 12-21,21-16,9-21

井上　怜嗣 （阿南高専）
髙田　悟希 （阿南高専）

Aリーグ 佐藤・藤原 両德・久田 佐藤・遠藤 順位
佐藤　彰洋 （応神クラブ） 3 (2-0) 13 (2-0)

藤原　啓介 （渭東体協） 21-12,21-10 21-15,21-8

両德　浩範 （チームMPBC） 8 (0-2)

久田　涼太 （チームMPBC） 16-21,19-21

佐藤　綾人 （阿南高専）
遠藤　蒼太 （阿南高専）

Bリーグ 中嶋・Justin 田村・井上 佐坂・浅野 順位
中嶋　敏司 （渭東体協） 4 (0-2) 14 (2-1)

Justin　Cheng （team CANADA） 16-21,17-21 21-13,18-21,21-13

田村　義和 （桑野体協） 9 (2-0)

井上　克海 （桑野体協） 21-12,21-7

佐坂　奨眞 （阿南高専）
浅野　俊亮 （阿南高専）

Cリーグ 香川・小林 今井・芳岡 片野・川野 順位
香川　朋範 （香川BC） 5 (2-0) 15 (2-1)

小林　悟 （香川BC） 21-11,21-17 22-24,21-10,21-16

今井　薫 （チームMPBC） 10 (0-2)

芳岡　秀典 （チームMPBC） 15-21,16-21

片野　蓮音 （阿南高専）
川野　伊吹 （阿南高専）

Dリーグ 和泉・坂本 山路・中村 鎌倉・濱口 竹林・鎌谷 順位
和泉　陽祐 （シャトンシャクチン） 1 (2-0) 6 (2-0) 12 (2-0)

坂本　智 （シャトンシャクチン） 21-17,21-13 21-8,21-13 21-11,21-18

山路　凌大 （徳島大学） 11 (2-1) 7 (1-2)

中村　湧悟 （徳島大学） 21-14,19-21,21-19 14-21,21-15,17-21

鎌倉　大登 （チームMPBC） 2 (0-2)

濱口　輝 （チームMPBC） 20-22,18-21

竹林　佑真 （阿南高専）
鎌谷　亮汰 （阿南高専）

決勝トーナメント
Aリーグ1位
佐藤　彰洋 （応神クラブ）

藤原　啓介 （渭東体協）
(2-0)

Bリーグ1位 21-14,21-16

田村　義和 （桑野体協）
井上　克海 （桑野体協）

(2-1)

Cリーグ1位 8-21,21-17,21-10

香川　朋範 （香川BC）
小林　悟 （香川BC）

(0-2)

Dリーグ1位 17-21,12-21

和泉　陽祐 （シャトンシャクチン）

坂本　智 （シャトンシャクチン）

■男子ダブルス１部 (MD1)

■男子ダブルス２部 (MD2)
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Aリーグ 白浜・奥 岩佐・天羽 梶本・十亀 順位
白浜　日出男 （王子クラブ） 1 (0-2) 5 (2-0)
奥　寛治 （王子クラブ） 13-21,17-21 21-11,21-10

岩佐　一輝 （クレスト） 3 (2-0)
天羽　孝輔 （クレスト） 21-14,21-19

梶本　明宏 （クレスト）
十亀　彰太郎 （クレスト）

Bリーグ 平岡・村野 薮内・鎌田 安富・宮内 順位
平岡　明宣 （王子クラブ） 2 (2-0) 6 (2-0)
村野　裕太 （王子クラブ） 21-10,21-13 21-8,21-11

薮内　稔生 （クレスト） 4 (2-1)
鎌田　昌志 （クレスト） 18-21,23-21,21-17

安富　秀行 （クレスト）
宮内　信行 （クレスト）

決勝トーナメント
Aリーグ1位
岩佐　一輝 （クレスト）

天羽　孝輔 （クレスト）
(2-0)

Bリーグ2位 21-10,21-19

薮内　稔生 （クレスト）
鎌田　昌志 （クレスト）

(0-2)

Aリーグ2位 18-21,18-21

白浜　日出男 （王子クラブ）
奥　寛治 （王子クラブ）

(0-2)

Bリーグ1位 14-21,21-23

平岡　明宣 （王子クラブ）

村野　裕太 （王子クラブ）

Aリーグ 島田・菖蒲 中川・齋藤 滑川・川下 順位
島田　祐里 （羽ノ浦体協） 3 (2-1) 9 (2-0)

菖蒲　まなみ （羽ノ浦体協） 21-8,19-21,21-7 21-3,21-7

中川　乙花 （チームMPBC） 6 (2-0)

齋藤　柚葉 （チームMPBC） 21-8,21-14

滑川　由菜 （阿南高専）
川下　奈菜 （阿南高専）

Bリーグ 藤崎・高田 中増・小谷 林・猪俣 吉崎・増田 順位
藤崎　梨香 （徳島大学） 1 (0-2) 7 (0-2) 5 (2-0)

高田　莉沙 （徳島大学） 14-21,16-21 18-21,16-21 21-4,21-6

中増　里保 （ラリーラッシュ） 4 (0-2) 8 (2-0)

小谷　清美 （ラリーラッシュ） 18-21,16-21 21-3,21-3

林　さら （チームMPBC） 2 (2-0)

猪俣　めぐる （チームMPBC） 21-6,21-2

吉崎　渚紗 （阿南高専）
増田　花奈 （阿南高専）

１部決勝トーナメント

島田　祐里 （羽ノ浦体協）

菖蒲　まなみ （羽ノ浦体協）
(2-0)

21-14,21-17

藤崎　梨香 （徳島大学）
高田　莉沙 （徳島大学）

２部決勝トーナメント
Aリーグ1位
中川　乙花 （チームMPBC）

齋藤　柚葉 （チームMPBC）
(2-1)

Bリーグ2位 21-11,12-21,21-10

中増　里保 （ラリーラッシュ）
小谷　清美 （ラリーラッシュ）

(0-2)

Aリーグ2位 16-21,18-21

滑川　由菜 （阿南高専）
川下　奈菜 （阿南高専）

(0-2)

Bリーグ1位 11-21,13-21

林　さら （チームMPBC）

猪俣　めぐる （チームMPBC）

■男子ダブルス３部 (MD3)
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Aリーグ 山田・中岡 両德・撫養 安定・撫養 篠原・武田 順位
山田　千鶴 （王子クラブ） 1 (2-0) 9 (2-0) 7 (0-2)
中岡　光代 （王子クラブ） 21-11,21-11 21-7,21-11 18-21,22-24

両德　淑子 （チームMPBC） 5 (0-2) 11 (0-2)
撫養　愛子 （チームMPBC） 11-21,17-21 11-21,8-21

安定　明日香 （チームMPBC） 3 (0-2)
撫養　真奈美 （チームMPBC） 16-21,12-21

篠原　真由 （内町体協）
武田　茉弥 （内町体協）

Bリーグ 岡本・港 福住・阿部 角瀬・加藤 井上・鎌田 順位
岡本　寛美 （クレスト） 2 (2-0) 10 (2-0) 8 (2-0)
港　理彩子 （クレスト） 21-15,22-20 21-7,21-4 21-9,21-10

福住　多願 （チームMPBC） 6 (2-0) 12 (2-0)
阿部　真琴 （チームMPBC） 21-12,21-18 21-14,21-17

角瀬　裕子 （チームMPBC） 4 (0-2)

加藤　美香 （チームMPBC） 12-21,11-21

井上　明香 （桑野体協）
鎌田　雪菜 （桑野体協）

決勝トーナメント
Aリーグ1位
篠原　真由 （内町体協）

武田　茉弥 （内町体協）
(2-0)

Bリーグ2位 21-5,21-19

福住　多願 （チームMPBC）
阿部　真琴 （チームMPBC）

(2-0)

Aリーグ2位 21-11,21-16

山田　千鶴 （王子クラブ）
中岡　光代 （王子クラブ）

(1-2)

Bリーグ1位 21-19,11-21,17-21

岡本　寛美 （クレスト）

港　理彩子 （クレスト）

Aリーグ 露岡・豊野 金澤・大西 山口・板東 順位
露岡　愛 （チームMPBC） 2 (2-0) 10 (2-0)

豊野　綾 （チームMPBC） 21-16,21-16 21-4,21-14

金澤　里香 （チームMPBC） 6 (2-0)

大西　美澄綺 （チームMPBC） 21-9,21-10

山口　琴女 （チームMPBC）
板東　佑愛 （チームMPBC）

Bリーグ 佐野・小川 藤本・西川 田端・𠮷本 順位
佐野　真優姫 （チームMPBC） 4 (2-1) 12 (2-0)

小川　咲輝 （チームMPBC） 21-13,21-23,21-12 21-16,21-15

藤本　裕子 （チームMPBC） 8 (1-2)

西川　加奈子 （チームMPBC） 22-20,16-21,18-21

田端　麻友子 （チームMPBC）
𠮷本　椛梨 （チームMPBC）

Cリーグ 藤田・松原 河井・伊藤 西本・張 伊月・山ノ内 順位
藤田　美貴子 （チームMPBC） 1 (2-0) 9 (2-0) 7 (2-0)
松原　ルリ子 （チームMPBC） 21-7,21-8 21-7,21-11 21-2,21-0

河井　千愛 （チームMPBC） 5 (2-0) 11 (2-0)
伊藤　梨桜 （チームMPBC） 21-16,21-18 21-12,21-9

西本　優菜 （チームMPBC） 3 (2-0)
張　美咲 （チームMPBC） 21-10,21-13

伊月　遥菜 （阿南高専）
山ノ内　保澄 （阿南高専）

決勝トーナメント
Aリーグ1位
露岡　愛 （チームMPBC）

豊野　綾 （チームMPBC）
(2-0)

Bリーグ1位 21-11,21-16

佐野　真優姫 （チームMPBC）
小川　咲輝 （チームMPBC） (1-2)

21-18,9-21,11-21

Cリーグ1位
藤田　美貴子 （チームMPBC）

松原　ルリ子 （チームMPBC）
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Aリーグ 秦野・大谷 佐野・千田 後藤田・富本 順位
秦野　智宏 （スリーピ－ス） 3 (2-0) 9 (2-0)

大谷　恵 （スリーピ－ス） 21-11,21-11 21-12,21-16

佐野　弘典 （T.H.T） 6 (1-2)

千田　理代 （T.H.T） 21-17,8-21,13-21

後藤田　実紗 （シャトンシャクチン）
富本　将成 （シャトンシャクチン）

Bリーグ 橋本・十川 横田・増原 森上・藤岡 佐々木・谷岡 順位
橋本　涼平 （徳島大学） 1 (2-0) 7 (2-0) 5 (2-0)

十川　望 （徳島大学） 21-12,21-7 21-8,21-12 21-15,21-10

横田　零士 （TEAM翼） 4 (2-0) 8 (2-0)

増原　愛 （TEAM翼） 21-16,21-14 22-20,21-19

森上　依嗣 （T.H.T） 2 (2-0)

藤岡　三由美 （T.H.T） 26-24,22-20

佐々木　美里 （シャトンシャクチン）
谷岡　力 （シャトンシャクチン）

１部決勝トーナメント

秦野　智宏 （スリーピ－ス）
大谷　恵 （スリーピ－ス）

(0-2)

12-21,16-21

橋本　涼平 （徳島大学）

十川　望 （徳島大学）

２部決勝トーナメント
Aリーグ1位
後藤田　実紗 （シャトンシャクチン）

富本　将成 （シャトンシャクチン）
(2-0)

Bリーグ2位 21-13,21-17

森上　依嗣 （T.H.T）
藤岡　三由美 （T.H.T）

(0-2)

Aリーグ2位 21-23,19-21

佐野　弘典 （T.H.T）
千田　理代 （T.H.T）

(0-2)

Bリーグ1位 11-21,12-21

横田　零士 （TEAM翼）

増原　愛 （TEAM翼）
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■混合ダブルス１・２部 (XD12)
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Aリーグ 岡本・高島 森下・水口 高田・木村 順位
岡本　純平 （クレスト） 1 (2-0) 9 (2-1)

高島　嘉那 （クレスト） 21-18,21-15 22-24,21-14,21-3

森下　敏春 （王子クラブ） 5 (2-0)

水口　多香音 （王子クラブ） 21-17,21-15

高田　哲志 （チーム宮井）
木村　絵美 （チーム宮井）

Bリーグ 植野・竹島 長尾・清川 枡方・石川 順位
植野　結衣 （シャトンシャクチン） 2 (2-1) 10 (2-0)

竹島　悟 （シャトンシャクチン） 21-10,25-27,21-13 21-12,21-12

長尾　笑子 （王子クラブ） 6 (2-0)

清川　彰信 （王子クラブ） 25-23,21-18

枡方　健一 （チーム宮井）
石川　彩月 （チーム宮井）

Cリーグ 森・吉成 森野・森 大西・山本 順位
森　友海 （シャトンシャクチン） 3 (2-0) 11 (2-0)

吉成　京麻 （シャトンシャクチン） 21-8,22-20 21-10,21-9

森野　公明 （王子クラブ） 7 (2-0)

森　真澄 （王子クラブ） 21-12,21-6

大西　麻衣 （teamおおにし）
山本　晟史 （teamおおにし）

Dリーグ 桑原・尾場瀬 川上・田中 中川・新中 順位
桑原　正汰 （チームPONZ） 4 (2-0) 12 (2-0)

尾場瀬　ひな （チームPONZ） 21-15,21-16 21-6,21-5

川上　功洋 （櫛渕クラブ） 8 (2-0)

田中　直子 （櫛渕クラブ） 21-9,21-18

中川　貴裕 （松茂体協）
新中　真衣 （松茂体協）

決勝トーナメント
Aリーグ1位
岡本　純平 （クレスト）
高島　嘉那 （クレスト）

(0-2)

Bリーグ1位 19-21.20-22

植野　結衣 （シャトンシャクチン）

竹島　悟 （シャトンシャクチン）
(0-2)

Cリーグ1位 11-21,15-21

森　友海 （シャトンシャクチン）
吉成　京麻 （シャトンシャクチン）

(0-2)

Dリーグ1位 11-21,21-23

桑原　正汰 （チームPONZ）

尾場瀬　ひな （チームPONZ）
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■混合ダブルス３部 (XD3)
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