
Match number Duration Set Score

冨士井 雄太 中原 賢治
宮本 健司 辺見 智弘
西澤 英彦 伊藤 遼河
金子 勝俊 佐藤 亮
稲場 浩紀 佐藤 洸祐
田中 慶 倉坂 正人
狩野 僚太 藤原 裕和
牛腸 也真人 柴田 大助
北原 佑樹 宮崎 彰吾
青木 大 小島 利治
菅原 央至 山崎　 高尚
加藤 智也 片桐 悠介
飯田 達也 坂本 和摩
椿 和憲 喜嶋 敏樹

松田 誠 松本 和博
夏堀 裕久 宮田 航輔
須川 敬 前田 洋平
小松 大介 戸田 昭宏
中村 祐一 鵜澤 孝平
林 宏樹 荒木 錦江

久保田 大祐 梅野 涼
渡邊 智晴 小森 優希
三宅 隆人 安藤 淳

長谷川 悟理 豊田 茂稔

副島 慶太 冨士井 雄太
遠藤 勉 宮本 健司
西澤 英彦 佐藤 洸祐
金子 勝俊 倉坂 正人
狩野 僚太 宮崎 彰吾
牛腸 也真人 小島 利治
菅原 央至 吉原 俊介
加藤 智也 島田 桃大
平良 伸晃 飯田 達也
原田 真緒 椿 和憲
松田 誠 須川 敬
夏堀 裕久 小松 大介
中村 祐一 梅野 涼
林 宏樹 小森 優希

安藤 淳 高久 敬太
豊田 茂稔 山口 孝広

冨士井 雄太 佐藤 洸祐
宮本 健司 倉坂 正人
狩野 僚太 菅原 央至
牛腸 也真人 加藤 智也
平良 伸晃 松田 誠
原田 真緒 夏堀 裕久
中村 祐一 高久 敬太
林 宏樹 山口 孝広

佐藤 洸祐 狩野 僚太
倉坂 正人 牛腸 也真人
松田 誠 高久 敬太
夏堀 裕久 山口 孝広

佐藤 洸祐 松田 誠
倉坂 正人 夏堀 裕久

Final

27 14:10 winner#25 vs winner#26 2-0 (21-5,21-0)

26 12:41 winner#23 vs winner#24 2-1 (26-24,19-21,17-15)

Semifinals

25 11:15 winner#21 vs winner#22 2-1 (21-23,30-28,15-12)

24 10:20 winner#19 vs winner#20 0-2 (15-21,15-21)

winner#18 0-2 (11-21,9-21)23 10:00 winner#17 vs

22 9:30 winner#15 vs winner#16 2-0 (21-0,21-0)

Round 3

21 9:30 winner#13 vs winner#14 0-2 (14-21,12-21)

Round 1

10:13

10:18

11:02

12:56

seed8

seed9

seed25

seed16

seed24

seed5

Round 2

4

9:30

3

seed28

seed12 (9-21,13-21)

2-0 (23-21,21-18)

(21-12,19-21,15-12)

10:40

(14-21,14-21)

2-1

0-2

(9-21,15-21)

seed27

2

5

vs

vsseed21

vs

9:30 seed17

ＪＢＶサテライト２０１６
第５戦平塚大会ミライダカップ

試合結果
男子

1 (21-10,21-9)vs

vs

2-0

2-0

(21-12,21-15)

0-2

0-2

(21-15,21-7)

(10-21,12-21)

(21-12,21-9)2-0

2-1

(21-16,13-21,15-11)

seed20

seed22

vsseed13

seed147 9:31 seed19 vs

(21-12,21-17)

11

winner#11

winner#7

vs

vs

vs

(21-7,21-17)

13:40 2-0

vs

winner#5

(21-14,21-18)2-0seed4vs

2-0

2-0

20 vs seed212:50

winner#4

12:3316 winner#6

17

18

(11-21,19-21)

19 (21-15,18-21,16-14)15:18

0-2winner#12

2-1winner#10

seed3

winner#9winner#813:26

(21-14,21-16)

vs

9

6

vs

0-2

8 10:21 seed11 vs

2-1

2-0

seed18

11:45 seed7 vs seed26

11:47 seed23 vs seed10

vs

(17-21,21-13,18-16)

seed6

10

12 9:30 seed15

15

14

13

14:28 vs

seed1

14:10

winner#113:26 (18-21,23-25)

0-2winner#2 winner#3 (11-21,12-21)

0-2


