
No 時間 set スコア 時間

市川 慶祐 佐藤 亮
西 洋明 金子 達哉

梅野 涼 寺 勇隆
中嶋 誠司 山中 尚貴
谷下 諒 豊田 茂稔
藤原 澄人 関 寛之
宮崎 彰吾 宮田 航輔
中山 辰彦 松本 和博
畑 信也 前田 洋平
林 貴喜 戸田 昭宏

渡邉 晃成 高崎 裕麻
時任 宗一郎 新垣 大地
高橋 将史 今井 勇太
山口 和也 瀬井 達也
山口 孝司 島袋 康隆
喜嶋 敏樹 鈴木 太郎
伊吹 政人 菱田 一輔
藤木 洋平 奥田 祥太

和田 信二 佐藤 亮
吉田 英樹 金子 達哉
梅野 涼 豊田 茂稔
中嶋 誠司 関 寛之
松本 健作 宮崎 彰吾
伊藤 遼河 中山 辰彦
畑 信也 Higgs Taylor
林 貴喜 Caverly Dan

小川 将司 高崎 裕麻
小島 利治 新垣 大地
高橋 将史 進藤 涼
山口 和也 黒川 魁
小森 優希 山口 孝司
瀬田 久史 喜嶋 敏樹
菱田 一輔 小野寺 将克
奥田 祥太 中山 貴洋

和田 信二 梅野 涼
吉田 英樹 中嶋 誠司
松本 健作 Higgs Taylor
伊藤 遼河 Caverly Dan
小川 将司 進藤 涼
小島 利治 黒川 魁
小森 優希 小野寺 将克
瀬田 久史 中山 貴洋

和田 信二 Higgs Taylor
吉田 英樹 Caverly Dan
進藤 涼 小森 優希
黒川 魁 瀬田 久史

Higgs Taylor 小森 優希
Caverly Dan 瀬田 久史

Final

24 14:00 winner#22 vs winner#23 0-2
0-21,0-21

※Higgs taylor選手負傷により棄権 0

23 12:46 winner#20 vs winner#21 0-2 19-21,9-21 34

Semifinals

22 11:40 winner#18 vs winner#19 1-2 19-21,21-17,18-20 56

21 10:22 winner#16 vs winner#17 2-1 21-17,15-21,15-11 57

winner#15 0-2 0-21,0-21 020 10:30 winner#14 vs

19 9:30 winner#12 vs winner#13 1-2 9-21,21-18,7-15 48

Round ３

18 9:30 winner#10 vs winner#11 2-0 21-11,23-21 34
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試合結果
男子

1 21-10,13-21,8-15vs

vs

1-2

2-0

21-17,16-21,15-10

0-2

2-0

21-12,21-15

8-21,20-22

15-21,21-16,15-132-1

1-2

seed20

seed22

vsseed13

seed146 11:28 seed19 vs

21-15,22-20

8

winner#8

winner#6

vs

vs

vs

13-21,10-21

15:55 2-1

vs

winner#4

3512-21,12-210-2Seed4vs

2-0

0-2

17 vs Seed216:18

Seed5

15:2013 winner#5

14

15

21-18,9-21,13-15 52

16 3521-9,21-1616:05

1-2winner#9

2-0Seed7

Seed3

Seed6

46

winner#715:29

21-15,15-21,15-11

vs 33

5

572-1

607 12:30 seed11 vs 2-1

seed18

12:53 seed23 vs seed10

vs9 13:40 seed15

12

11

10

14:25 vs

Seed1

14:55
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