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冨士井 雄太 山崎 高尚
宮本 健司 須川 敬
飯田 達也 鵜澤 孝平
渡邊 智晴 喜嶋 敏樹
島田 桃大 遠藤 治之
金子 勝俊 大友 響平
佐藤 亨輔 北原 佑樹
松本 和博 青木 大
倉坂 正人 田中 正樹
渡辺 有人 鈴木 雄一

原田 真緒 冨士井 雄太
佐藤 亮太 宮本 健司
平良 伸晃 松葉 洋弥
上村 駿 立野 孝幸
浦田 哲平 飯田 達也
豊田 茂稔 渡邊 智晴
遠藤 治之 狩野 僚太
大友 響平 戸田 昭宏
中村 祐一 佐藤 亨輔
林 宏樹 松本 和博
椿 和憲 田上 晋也
宮崎 彰吾 辺見 智弘
小島 利治 長屋 裕介
中原 賢治 長谷川 悟理
倉坂 正人 夏堀 裕久
渡辺 有人 遠藤 勉

原田 真緒 平良 伸晃
佐藤 亮太 上村 駿
浦田 哲平 狩野 僚太
豊田 茂稔 戸田 昭宏
中村 祐一 椿 和憲
林 宏樹 宮崎 彰吾
小島 利治 倉坂 正人
中原 賢治 渡辺 有人

原田 真緒 狩野 僚太
佐藤 亮太 戸田 昭宏
椿 和憲 倉坂 正人
宮崎 彰吾 渡辺 有人

狩野 僚太 倉坂 正人
戸田 昭宏 渡辺 有人

決勝戦

20 winner#21 vs winner#22 0-2 13-21,0-21

19 winner#19 vs winner#20 0-2 10-21,11-21

準決勝

18 winner#17 vs winner#18 1-2 22-20,18-21,13-15

17 winner#15 vs winner#16 0-2 18-21,13-21

winner#1 1-2 21-18,20-22,13-1516 winner#13 vs

15 winner#11 vs winner#12 0-2 13-21,18-21

準々決勝

14 winner#9 vs winner#10 2-0 21-18,21-18
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試合結果
男子
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順位

1位 倉坂 正人 三菱オートリース株式会社 200
渡辺 有人 FOVA 200

２位 狩野 僚太 ＳＶＣ 150
戸田 昭宏 ＳＶＣ 150

３位 原田 真緒 120
佐藤 亮太 川崎ビーチスポーツクラブ 120
椿 和憲 つばき米店 120
宮崎 彰吾 120

５位 平良 伸晃 フォーラム情報アカデミー専門学校／D-FORUM 86
上村 駿 86
浦田 哲平 86
豊田 茂稔 86
中村 祐一 フリー 86
林 宏樹 フリー 86
小島 利治 ボディーコンディショニング　くるる 86
中原 賢治 86

９位 冨士井 雄太 湾岸クラブ 55
宮本 健司 湾岸クラブ 55
松葉 洋弥 ＣＯＬＡＮＣＯＬＡＮ　創業手帳 55
立野 孝幸 ＳＡＮＤＢＬＯＣＫ　 55
飯田 達也 ITO-jr 55
渡邊 智晴 湾岸クラブ 55
遠藤 治之 SVC 55
大友 響平 SVC 55
佐藤 亨輔 55
松本 和博 55
田上 晋也 55
辺見 智弘 55
長屋 裕介 55
長谷川 悟理 有限会社ケッズグループ 55
夏堀 裕久 Waisportsジャパン/HOYLE 55
遠藤 勉 湘南太郎 55

17位 山崎 高尚 京都府 32
須川 敬 神奈川県 32
鵜澤 孝平 32
喜嶋 敏樹 32
島田 桃大 株式会社ムラサキスポーツ 32
金子 勝俊 癒しの手 32
北原 佑樹 彩球しらこばと 32
青木 大 32
田中 正樹 32
鈴木 雄一 32
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最終順位
男子

氏　名（所　属） オフィシャルポイント
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