
第31回 ビーチバレージャパン 決勝トーナメントスケジュール
[ ８／１２（土） ]

コート コート

9:00 BVJ #1 1 白鳥 勝浩/高橋 巧 (推薦) vs. 32 知念 雅也 / 鈴木 洋輔 (沖縄) 9:00 BVJ #2 17 吉原 俊介 / 遠藤 勉 (神奈川①) vs. 16 原田 真緒 / 平良 伸晃 (北信越ブロック)

BVJ #9 3 土屋 宝士/庄司 憲右 (推薦) vs. 30 高江 証詞 / 新駿河 拓也 (九州ブロック) BVJ #6 21 山口 孝広 / 戸田 昭宏 (東北ブロック) vs. 12 神之薗 智洋 / 甲斐 俊丞 (宮崎)

BVJ #16 31 鈴木 太郎 / 島袋 康隆 (大阪) vs. 2 畑辺 純希/村上 斉 (推薦) BVJ #15 15 加藤 修吾 / 紺野 真幹 (福島) vs. 18 牛腸 也真人 / 狩野 僚太 (宮城)

BVJ #11 11 松本 健作 / 中谷 祐至 (鹿児島) vs. 22 中野 孝治 / 井上 聡 (中国ブロック) BVJ #14 23 松田 誠 / 夏堀 裕久 (神奈川②) vs. 10 大橋 一仁 / 前田 洋平 (滋賀)

BVJ #17 #1winner vs. #2winner BVJ #18 #3winner vs. #4winner

M1 41 石井美樹/村上めぐみ vs. 48 宮川紗麻亜/沢目繭 BVJ #24 #15winner vs. #16winner

M4 47 鈴木千代/浦田景子 vs. 42 西堀健実/草野歩 BVJ #22 #11winner vs. #12winner

BVJ #25 #17winner vs. #18winner BVJ #26 #19winner vs. #20winner

コート コート

9:00 BVJ #4 25 梅野 涼 / 小森 優希 (長崎) vs. 8 青山 孝明/土方 直樹 (高校) 9:00 BVJ #3 9 小野寺 将克 / 中山 貴洋 (東京) vs. 24 脇谷 正二 / 渡辺 有人 (埼玉)

BVJ #8 29 吉田 英樹 / 豊田 茂稔 (愛知) vs. 4 西村 晃一/長谷川 徳海 (推薦) BVJ #7 13 藤田　尚宏 / 長山 将史 (岡山) vs. 20 岡 賢太郎 / 安藤 敦 (三重)

BVJ #5 5 清水 啓輔/佐藤 亮太 (推薦) vs. 28 濱口 康司 / 副島 慶太 (愛媛) BVJ #10 19 伊吹 政人 / 和田 信二 (岐阜) vs. 14 三宅 隆人 / 長谷川 悟理 (新潟)

BVJ #12 27 黒川 魁 / 小川 将司 (関東ブロック) vs. 6 井上 真弥/道木 優輝 (推薦) BVJ #13 7 中川 大成/齋藤侑亮 (大学) vs. 26 木村 雄一 / 高橋 史和 (兵庫)

BVJ #21 #9winner vs. #10winner BVJ #20 #7winner vs. #8winner

M2 45 鈴木悠佳子/藤井桜子 vs. 44 永田唯/熊田美愛 BVJ #19 #5winner vs. #6winner

M3 43 長谷川暁子/二見梓 vs. 46 楠原千秋/村上礼華 BVJ #23 #13winner vs. #14winner

BVJ #28 #23winner vs. #24winner BVJ #27 #21winner vs. #22winner
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