
No 時間 set スコア 時間

松本 祐至 梅野 瑠勇
中谷 祐至 但野 瑠勇
道木 宝士 西澤 彰吾
土屋 宝士 宮﨑 彰吾
島袋 久史 畑辺 桃大
瀬田 久史 島田 桃大
平良 涼 副島 優希
進藤 涼 小森 優希
鈴木 有人 吉田 信二
渡辺 有人 和田 信二
永井 真弥 伊吹 寛之
井上 真弥 関 寛之
三宅 也真人 庄司 隼平
牛腸 也真人 池田 隼平
豊田 真緒 二宮 俊介
原田 真緒 吉原 俊介

髙橋 巧 梅野 瑠勇
石島 雄介 但野 瑠勇
道木 宝士 亀山 拓巳
土屋 宝士 畑中 那由他
村上 斉 畑辺 桃大
倉坂 正人 島田 桃大
平良 涼 小野寺 将克
進藤 涼 柴田 大助
上場 雄也 吉田 信二
白鳥 勝浩 和田 信二
永井 真弥 西村 晃一
井上 真弥 YOSLEYDER  CALA GERARDO

中川 大成 庄司 隼平
齋藤 侑亮 池田 隼平
二宮 俊介 清水 啓輔
吉原 俊介 長谷川 徳海

髙橋 巧 道木 宝士
石島 雄介 土屋 宝士
村上 斉 平良 涼
倉坂 正人 進藤 涼
上場 雄也 永井 真弥
白鳥 勝浩 井上 真弥
庄司 隼平 清水 啓輔
池田 隼平 長谷川 徳海

髙橋 巧 村上 斉
石島 雄介 倉坂 正人
上場 雄也 庄司 隼平
白鳥 勝浩 池田 隼平

髙橋 巧 上場 雄也
石島 雄介 白鳥 勝浩
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第３２回ビーチバレージャパン

ドロー／試合結果
男子
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14:38
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Round ３

６５ 9:30 winner#57 vs winner#58 2-0 22-20,21-16 47

６６ 9:30 winner#59 vs winner#60 2-0 21-14,21-13 35

winner#62 2-0 21-12,21-13 29６７ 10:15 winner#61 vs

43

６８ 10:27 winner#63 vs winner#64 2-1 21-15,19-21,15-13 63

33

Semifinals

６９ 12:27 winner#65 vs winner#66 2-0 21-11,21-17

７０ 12:25 winner#67 vs winner#68 2-0 21-16,21-15

1-2 33-35,21-19,14-16 69

Final

７１ 15:02 winner#69 vs winner#70


