
No 時間 set スコア 時間 勝チーム

水谷 隼 宮崎 彰吾
吉田 侃 加藤 智也

清水 啓輔 水谷 隼
土屋 宝士 吉田 侃
永井 雄太 伊吹 政人
二宮 大和 和田 信二
鈴木 太郎 藤田 昂大
島袋 康隆 佐藤 亨輔
田端 久貴 西澤 英彦
松田 誠 菅原 央至
松本 大翼 金子 勝俊
中山 貴洋 浅岡 遥太
戸田 昭宏 副島 慶太
夏堀 裕久 濱口 康司
高橋 承輝 林 宏樹
宮川 知己 林 秀明
前田 修平 小川 将司
田中 正樹 石垣 浩太
吉田 英樹 高久 敬太
道木 優輝 宮田 航輔
立木 治 佐藤 亮太
鵜澤 孝平 山口 孝司
森岡 大海 椿 和憲
黒川 魁 中村 裕一
青木 大 畑 信也
辺見 智弘 渡辺 聡
高江 証詞 中嶋 誠司
中谷 祐至 松倉 エゴン
久保田 大祐 渡辺 有人
平井 学 松本 健作
冨士井 雄太 遠藤 勉
小野寺 将克 山口 孝広
中原 賢治 畑辺 純希
松本 武洋 村上 斉

清水 啓輔 永井 雄太
土屋 宝士 二宮 大和
鈴木 太郎 田端 久貴
島袋 康隆 松田 誠
松本 大翼 戸田 昭宏
中山 貴洋 夏堀 裕久
林 宏樹 小川 将司
林 秀明 石垣 浩太

吉田 英樹 佐藤 亮太
道木 優輝 山口 孝司
森岡 大海 畑 信也
黒川 魁 渡辺 聡
高江 証詞 渡辺 有人
中谷 祐至 松本 健作
遠藤 勉 畑辺 純希
山口 孝広 村上 斉

清水 啓輔 鈴木 太郎
土屋 宝士 島袋 康隆
松本 大翼 小川 将司
中山 貴洋 石垣 浩太
吉田 英樹 畑 信也
道木 優輝 渡辺 聡
渡辺 有人 畑辺 純希
松本 健作 村上 斉

鈴木 太郎 松本 大翼
島袋 康隆 中山 貴洋
畑 信也 畑辺 純希

渡辺 聡 村上 斉

鈴木 太郎 畑辺 純希
島袋 康隆 村上 斉
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準々決勝

２６ 9:30 winner#18 vs winner#19 1-2 19-21,21-18,12-15 57 winner#19

２７ 9:30 winner#20 vs winner#21 2-1 21-18,19-21,15-13 53 winner#20

winner#23 0-2 16-21,15-21 37２８ 9:30 winner#22 vs winner#23

２９ 9:30 winner#24 vs winner#25 0-2 16-21,10-21 38 winner#25

準決勝

３０ 11:55 winner#26 vs winner#27 2-0 21-11,21-18 38 winner#26

３１ 11:42 winner#28 vs winner#29 0-2 11-21,19-21 39 winner#29

42 winner#31

決勝戦

３２ 13:47 winner#30 vs winner#31 0-2 22-24 15-21



順位

1位 畑辺 純希 0 200
村上 斉 株式会社 ADI.G 200

２位 鈴木 太郎 芦屋大学 150
島袋 康隆 ノールック 150

３位 松本 大翼 湘南ベルマーレ 120
中山 貴洋 KLB 120

４位 畑 信也 0 120
渡辺 聡 湘南ベルマーレ 120

５位 清水 啓輔 0 86
土屋 宝士 WINDS 86
小川 将司 株式会社ポピンズ 86
石垣 浩太 0 86
吉田 英樹 0 86
道木 優輝 東京ヴェルディ 86
渡辺 有人 ＦＯＶＡ 86
松本 健作 ＯＢＦ 86

９位 永井 雄太 湘南太郎 55
二宮 大和 JA湘南 55
田端 久貴 湘南太郎 55
松田 誠 湘南太郎 55
戸田 昭宏 0 55
夏堀 裕久 0 55
林 宏樹 0 55
林 秀明 0 55
佐藤 亮太 川崎ビーチスポーツクラブ 55
山口 孝司 川崎ビーチスポーツクラブ 55
森岡 大海 お台場ビーチフレンズ 55
黒川 魁 国士舘大学 55
高江 証詞 KYUBA 55
中谷 祐至 お台場ビーチフレンズ 55
遠藤 勉 湘南太郎 55
山口 孝広 リプロ住設 55

１７位 水谷 隼 公文国際学園高等部 32
吉田 侃 公文国際学園高等部 32
伊吹 政人 BELLONA 32
和田 信二 0 32
藤田 昂大 山本光学株式会社/KLB 32
佐藤 亨輔 東海大学 32
西澤 英彦 0 32
菅原 央至 FOVA/KLB 32
金子 勝俊 0 32
浅岡 遥太 東京ヴェルディ 32
副島 慶太 0 32
濱口 康司 0 32
高橋 承輝 公文国際学園高等部 32
宮川 知己 公文国際学園高等部 32
前田 修平 産業能率大学 32
田中 正樹 0 32
高久 敬太 0 32
宮田 航輔 東京ヴェルディ 32
立木 治 0 32
鵜澤 孝平 0 32
椿 和憲 0 32
中村 裕一 0 32
青木 大 0 32
辺見 智弘 0 32
中嶋 誠司 KYUBA 32
松倉 エゴン 0 32
久保田 大祐 湾岸クラブ 32
平井 学 0 32
冨士井 雄太 湾岸クラブ 32
小野寺 将克 0 32
中原 賢治 兵庫ビーチクラブ 32
松本 武洋 兵庫ビーチクラブ 32

３３位 宮崎 彰吾 0 17
加藤 智也 0 17
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