
11-2.11-4 12-10.12-14

11-9.11-9 11-7.7-11.7-11

11-5.11-5 12-14.8-11

11-8.11-5 11-5.11-5

11-6.7-11.13-11

12-14.11-9.16-14 阿部雅大(エルスポーツ) 11-2.11-5

│

11-6.11-2

11-8.7-11.4-11

11-8.11-4 11-3.13-11

5-11.7-11

9-11.11-5.11-5 9-11.11-8.8-11

11-7.11-8 6-11.8-11

11-7.7-11.11-5 11-4.11-8

11-5.11-4 7-11.8-11

Final

阿部　雅大(エルスポーツ)

西川　潤(エルスポーツ)

中川　航(立命館)

田中  健太(立命館)

小川　伸雄(ジュリア)

後藤  翔(立命館) 山根　佑太(立命館)

鍬本　裕貴(立命館)

池田  明央(京都大学)

野村　尊史(ジュリア)

男子Ａグレード

馬場　仁志(エルスポーツ)

中村　裕(エルスポーツ)

林     秀人(立命館)

吉村　和尊(立命館)

西田　哲也(エルスポーツ)

山口  登志郎(立命館)

岡野　均(エルスポーツ)

梅林　信彦(エルスポーツ)

小木曽祐輝(エルスポーツ)

吉水　秀応(ＡＶＩＤ)

星野  弘喜(SHIN２)

佐藤　泰生(エルスポーツ)

家谷  惇(立命館)

斉藤　昭人(ＡＶＩＤ)

石上  貴大(立命館)



11-8.11-3 11-5.11-4

12-10.9-11.11-0 8-11.11-5.11-8

11-5.11-5 中元和歌(立命館)
│

13-11.5-11.9-11

14-12.11-0

11-6.11-2

11-7.11-6

12-10.11-5 11-7.11-7

11-4.11-5 11-7.11-6

11-1.11-0

竹岡　香(ジュリア)

女子Aグレード

滝川  尚子(エルスポーツ)

飯田　みちる(ジュリア)

Final

中元　和歌(立命館) 東  美保(SHIN２)

永岡　日和(ＡＶＩＤ)

中元可津美(エルスポーツ)

高松  理恵(ダム女)

小森麻衣子(エルスポーツ)

西村  縁(立命館)

清水 沙梨奈(エルスポーツ)

梅原　理紗(ダム女)

河津　由季(ＡＶＩＤ)

山口　可奈代(立命館)

田中　瑠美(ダム女)



11-6.11-3 11-5.11-6

11-9.2-11.3-11 11-9.0-11.5-11

7-11.3-11 11-4.12-10

4-11.12-10.11-5

山下誠(エルスポーツ)
12-10.10-12.11-4 11-8.11-7 │ 12-10.7-11.9-11

13-11.11-9 11-1.5-11.8-11 13-11.11-5

W/0 11-7.11-6

11-4.11-5 11-5.11-3

12-10.11-6 W/O
岡田　昭彦(ジュリア)

山崎  智弘(立命館)

関谷　達朗(ジュリア)

村上　準(立命館)

大賀  哲也(エルスポーツ)

Final

三大寺祐一郎(立命館)

男子Ｂグレード

岩越　和也(エルスポーツ)

北原　豪(ＡＶＩＤ)

大善  裕也(SHIN２)

徳田　廣一(ＡＶＩＤ)

藤井　翔大(立命館)

徳永  大作(エルスポーツ)

竹村　壮平(立命館)

伊藤　和博(ＡＶＩＤ)

宮原　和音(立命館)

竹村　和也(ジュリア)

栗栖　徹(エルスポーツ)

山下  誠(エルスポーツ)

西浦  裕人(立命館)

寺下　秋雄(ジュリア)



11-5.11-4 11-3.11-2

11-6.9-11.0-11 11-7.5-11.4-11

11-5.6-11.11-7 11-4.11-5

11-1.11-1 4-11.11-1.11-4 11-7.13-11 11-0.11-3

11-1.11-1 森田章子(エルスポーツ) 11-5.11-4

│

W/O

11-7.11-2

11-9.11-3

11-3.11-1 11-5.11-3

W/O W/O

9-11.11-7.11-4 W/O

11-6.6-11.8-11 W/O

11-2.11-4 11-4.11-4

Final

野口  真那(立命館)

森田　章子(エルスポーツ)

小西　由華(立命館)

杉原　志のぶ(ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ) 中川  絵理加(立命館)

藤田  真友子(SHIN２)

北村  有希恵(ダム女)

女子Ｂグレード

笠谷　由里子(ジュリア)

羽田　祐子(ジュリア)

徳永  千春(エルスポーツ)

竹次  菜津美(立命館)

山口  裕子(ダム女)

土谷  恵子(立命館)

山本　泉季(立命館)

小西  成実(ダム女)

関根　桜子(立命館)

竹村　京子(ジュリア)

平兮  芽衣(立命館)

黒川　祐子(SHIN２)

清水　美沙紀(SHIN２)

森川　渚(立命館)

田中  万紀子(立命館)

今西  礼加(立命館)

横山　千恵(立命館)

千代延  倫子(立命館)

斉官  悠華(ダム女)



5-11.4-11 12-10.4-11.11-8

谷口昌弘(ジュリア)
11-2.11-5 │ 12-10.9-11.13-11

11-0.11-5

11-7.11-1 4-11.5-11

6-11.6-11

11-7.11-6 3-11.3-11

佐々木法子(AVID)
11-4.11-5 │ 11-3.11-4 2-11.9-11

11-5.11-3

6-11.11-6.11-7 5-11.1-11

11-2.11-6 11-6.9-11.5-11

男子Ｃグレード

木田　精史(DIVA) 門脇　吉正(ジュリア)

五十嵐　広希(ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ)

齋藤　慎介(立命館)Final

三浦　恭裕(SHIN２)

池内　篤志(ジュリア)

多々野　恵介(立命館)

西岡　祐磨(立命館)

谷口　昌弘(ジュリア)

佐々木　法子(AVID)

清水  育子(エルスポーツ)

女子Ｃグレード

Final

吉羽  敏子(エルスポーツ)

山田　敦子(立命館)

福井　映子(エルスポーツ)

加藤　さゆみ(立命館)

山口かおり(エルスポーツ)

山田　遼香(立命館)

薮　佳奈子(立命館)

猶原　公子(SHIN２)

吉本　史(エルスポーツ)



順位 合計ポイント

DIVA 駒井　茂樹 1 ３勝 ０敗 点 駒井　茂樹 VS 和泉　学 11-5 11-9

ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ 和泉　学 3 １勝 ２敗 点 徳永　大空 VS 上手　拓実 4-11 12-10 11-4

ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ 上手　拓実 2 ２勝 １敗 点 駒井　茂樹 VS 上手　拓実 11-5 12-10

ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ 徳永　大空 4 ０勝 ３敗 点 和泉　学 VS 徳永　大空 11-2 11-6

駒井　茂樹 VS 徳永　大空 W/O

和泉　学 VS 上手　拓実 8-11 3-11

順位 合計ポイント

AVID 宮下　恵美 1 ４勝 ０敗 点 宮下　恵美 VS 林屋　雅子 15-6

ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ 林屋　雅子 4 １勝 ３敗 点 柴　尚子 VS 本多　ノエミ 11-15

ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ 柴　尚子 5 ０勝 ４敗 点 宮下　恵美 VS 柴　尚子 15-2

ｴﾙｽﾎﾟｰﾂ 本多　ノエミ 3 ２勝 ２敗 点 本多　ノエミ VS 堀島　佐由美 12-15

ジュリア 堀島　佐由美 2 ３勝 １敗 点 宮下　恵美 VS 本多　ノエミ 15-8

林屋　雅子 VS 堀島　佐由美 6-15

林屋　雅子 VS 本多　ノエミ 13-15

柴　尚子 VS 堀島　佐由美 5-15

宮下　恵美 VS 堀島　佐由美 18-16

林屋　雅子 VS 柴　尚子 15-13

少しややこしいので注意してください!! 　(曜日・時間をしっかり御確認下さい)

11点3ｹﾞｰﾑ

15点1ｹﾞｰﾑ

男子新人

女子新人



30-13 30-23
やっぱり

サンミーが好き！！
30-9 23-30

30-21 30-29

21-30 30-14 30-14

23-30
10-30 スマッシュ！

│
14-30 22-30

15-30
14-30 30-16

30-29
24-30 21-30

おにぎりみさきち 30-27 30-26
おもちゆうや 30-29

30-28 マジシャン
30-21 マサチューセッツ

25-30

30-19

先生と生徒

ジュリアロバーツ

あっぷあっぷ

中川家

チームアラーキー

チーム串八

出来る子とヘタレ

チーム膝かっくん

ひゅるりらパラリラ

斉藤＆梅原

Akua

Final

たんぽぽ

Ｔｅａｍ　Ｃａｐｒｉｃｏｒｎ

やすおとたっきー

スマッシュ！

しーちゃんしょうちゃん

ペアマッチ
のぶおカンタービレ！

9ヶ月と２７日

キャプテンの意地

☆あずま

こうめちゃん

チームＳＬ

古都華たまごＧメン



チーム名 名前 所属 チーム名 名前 所属
山根　裕太 立命館大 星野　弘喜 SHIN-SHIN
西村　縁 立命館大 東　美保 SHIN-SHIN
林　秀人 立命館大 大善　裕也 SHIN-SHIN
森田　章子 エル京都 清水　美沙紀 SHIN-SHIN
家谷　惇 立命館大 藤田　真友子 SHIN-SHIN
今西　礼加 立命館大 中川　航 立命館大
田中　健太 立命館大 三浦　恭裕 SHIN-SHIN
森川　渚 立命館大 吉羽　敏子 エル京都
後藤　翔 立命館大 羽田　祐子 ジュリア
杉原　志のぶ エル京都 林　美智雄 ジュリア
藤井  翔大 立命館大 関谷　達郎 ジュリア
小森　麻衣子 エル京都 飯田　みちる ジュリア
鍬本　裕貴 立命館大 伊藤　和博 AVID
清水  沙梨奈 エル京都 笠谷　由里子 ジュリア
西川　潤 エル京都 小川　伸雄 ジュリア
吉本　史 エル京都 竹岡　香 ジュリア
山下　誠 エル京都 野村　尊史 ジュリア
本多　ノエミ エル京都 堀島　佐由美 ジュリア
佐藤　泰生 エル京都 竹村　和也 ジュリア
滝川　尚子 エル京都 竹村　京子 ジュリア
徳永  大作 エル京都 北原　豪 AVID
徳永  千春 エル京都 宮下　恵美 AVID
阿倍　雅大 エル京都 吉水　秀応 AVID
高松  理恵 ダム女 河津　由季 AVID
梅林　信彦 エル京都 馬場　仁志 エル京都
小西  成実 ダム女 永岡　日和 AVID
斉藤　昭人 AVID
梅原　理紗 ダム女

☆あずま

おにぎりみさきち、
おもちゆうや

中川家

チームＳＬ

ひゅるりらパラリラ

Akua

9ヶ月と２７日

先生と生徒

キャプテンの意地

出来る子とヘタレ

古都華

チームアラーキー

やすおとたっきー

ジュリアロバーツ

やっぱりサンミーが
好き！！

Ｔｅａｍ　Ｃａｐｒｉｃｏｒｎ

のぶおカンタービレ！

チーム膝かっくん

しーちゃんしょうちゃん

たんぽぽ

こうめちゃん

斉藤＆梅原

たまごＧメン

スマッシュ！

あっぷあっぷ

マジシャン
マサチューセッツ

チーム串八


