
No 時間 set スコア 時間

舟木 亮太 高橋 将史
齊藤 真輝 宮本 健司
二宮 大和 高士 恵人
中山 貴洋 喜嶋 敏樹
西澤 英彦 豊田 茂稔
平井 学 関 寛之
澁谷 仁史 瀬田 久史
中谷 祐至 副島 慶太
遠藤 勉 阪下 賢太郎
田端 久貴 北原 佑亮
牛腸 也真人 小川 将司
三宅 隆人 但野 瑠勇
梅野 涼 中嶋 誠司
小森 優希 宮崎 彰吾
髙島 健心 伊藤 遼河
若狭 将厚 黒川 寛輝ディラン

狩野 僚太 Higgs Taylor
原田 真緒 Horsley Leon
松田 誠 吉原 俊介
夏堀 裕久 松本 健作
金子 勝俊 瀬井 達也
山口 孝広 今井 勇太

佐藤 亮太 高橋 将史
小島 利治 宮本 健司
二宮 大和 豊田 茂稔
中山 貴洋 関 寛之
進藤 涼 瀬田 久史
島袋 康隆 副島 慶太
遠藤 勉 小野寺 将克
田端 久貴 松本 和博
和田 信二 小川 将司
吉田 英樹 但野 瑠勇
梅野 涼 伊藤 遼河
小森 優希 黒川 寛輝ディラン

狩野 僚太 吉原 俊介
原田 真緒 松本 健作
金子 勝俊 永井 雄太
山口 孝広 Caverly Daniel

佐藤 亮太 二宮 大和
小島 利治 中山 貴洋
進藤 涼 小野寺 将克
島袋 康隆 松本 和博
和田 信二 伊藤 遼河
吉田 英樹 黒川 寛輝ディラン

吉原 俊介 永井 雄太
松本 健作 Caverly Daniel

二宮 大和 小野寺 将克
中山 貴洋 松本 和博
和田 信二 永井 雄太
吉田 英樹 Caverly Daniel

二宮 大和 永井 雄太
中山 貴洋 Caverly Daniel

Final

26 12:48 winner#24 vs winner#25 0-2 12-21,9-21 27

25 11:40 winner#22 vs winner#23 1-2 21-16,20-22,10-15 48

Semifinals

24 11:30 winner#20 vs winner#21 2-0 21-18,21-17 39

23 10:32 winner#18 vs winner#19 0-2 14-21,9-21 30

winner#17 2-0 25-23,21-14 4322 10:37 winner#16 vs

21 9:30 winner#14 vs winner#15 1-2 16-21,21-18,7-15 50

Round ３

20 9:30 winner#12 vs winner#13 1-2 21-18,18-21,14-16 55
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試合結果
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