
No set スコア 時間

前島 直希 田端 久貴
煤賀 唯人 taylor higgs
平井 学 手嶋 亮太
遠藤 勉 久木元 秀紀

久保田 大祐 小川 将司
喜嶋 敏樹 渡辺 有人
宮本 健司 宮崎 彰吾
三宅 隆人 中山 辰彦

進藤 涼 田端 久貴
原田 真緒 taylor higgs
松本 健作 小森 優希
中谷 祐至 狩野 僚太
島袋 康隆 前田 洋平
佐藤 亮太 瀬田 久史
平井 学 島田 桃大
遠藤 勉 伊藤 遼河
梅野 涼 小川 将司
但野 瑠勇 渡辺 有人
荒川 崇 豊田 茂稔
金子 勝俊 関 寛之
吉原 俊介 小島 利治
二宮 大和 松本 和博
宮本 健司 平良 伸晃
三宅 隆人 岩下 雄人

進藤 涼 小森 優希
原田 真緒 狩野 僚太
島袋 康隆 島田 桃大
佐藤 亮太 伊藤 遼河
梅野 涼 豊田 茂稔
但野 瑠勇 関 寛之
吉原 俊介 平良 伸晃
二宮 大和 岩下 雄人

進藤 涼 島袋 康隆
原田 真緒 佐藤 亮太
豊田 茂稔 平良 伸晃
関 寛之 岩下 雄人

島袋 康隆 平良 伸晃
佐藤 亮太 岩下 雄人

Final

１９ winner#17 vs winner#18 0-2 (19-21,20-22) 49

１８ winner#15 vs winner#16 1-2 (21-19,17-21,17-19) 63

Semifinals

１７ winner#13 vs winner#14 1-2 (23-21,13-21,12-15) 56

１６ winner#11 vs winner#12 1-2 (17-21,21-18,12-15) 55

winner#10 0-2 (19-21,12-21) 38１５ winner#9 vs

１４ winner#7 vs winner#8 2-0 (21-19,21-16) 43

Round ３

１３ winner#5 vs winner#6 2-0 (21-19,23-21) 40
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大成温調シリーズJBVサテライト2018
第３戦越谷大会  残波カップ
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No set スコア 時間

白幡 亜美 米村 信子
松尾 智子 吉澤 智恵

生田目 しのぶ 外松 広美
寺石 紗弓 岩田 美茶
目黒 愛美 菅原 和子
田中 亜野 三谷 清花
加藤 直美 松本 恋
遠藤 彩香 松本 穏

田中 姿子 米村 信子
松村 美由紀 吉澤 智恵
渡邊 典代 池田 杏奈
浦田 紗弥 井上 夏緒里
松山 紘子 周 美香
和田 麻里江 佐々木 彩実

生田目 しのぶ 新井 晴夏
寺石 紗弓 谷田 汐音
藪見 真歩 目黒 愛美
西 美穂 田中 亜野

佐藤 恵 中川 恵
中野 志保 斎藤 愛莉
武田 ひかり 土屋 瑞祈
坪内 紫苑 櫻井 いづみ
加藤 直美 本村 嘉菜
遠藤 彩香 奥野 由

田中 姿子 池田 杏奈
松村 美由紀 井上 夏緒里
松山 紘子 新井 晴夏
和田 麻里江 谷田 汐音
藪見 真歩 中川 恵
西 美穂 斎藤 愛莉

武田 ひかり 本村 嘉菜
坪内 紫苑 奥野 由

田中 姿子 松山 紘子
松村 美由紀 和田 麻里江
藪見 真歩 本村 嘉菜
西 美穂 奥野 由

田中 姿子 藪見 真歩
松村 美由紀 西 美穂
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大成温調シリーズJBVサテライト2018
第３戦越谷大会  残波カップ

ドロー／試合結果
女子

１ (9-21,16-21)vsseed17

37

(21-12,21-14)2-0
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37

(21-16,10-21,15-10)

Round 2

47

34

32seed16

Round 1

Round ３

１３ winner#5 vs winner#6 2-0 (21-19,21-19) 39

１４ winner#7 vs winner#8 2-0 (21-17,21-9) 34

winner#10 2-0 (21-11,21-13) 35１５ winner#9 vs

35

１６ winner#11 vs winner#12 1-2 (21-11,19-21,12-15) 51

41

Semifinals

１７ winner#13 vs winner#14 2-0 (21-15,21-19)

１８ winner#15 vs winner#16 2-0 (21-15,21-15)

1-2 (12-21,21-18,10-15) 46

※NOは試合順ではありません。

Final

１９ winner#17 vs winner#18


