
No 時間 set スコア

久保田 大祐 西澤 英彦
金子 勝俊 平井 学
立木 治 橋本 隆行
鵜澤 孝平 和田 信二
山口 孝広 中原 賢治
高久 敬太 山崎 高尚
中村 裕一 浦田 哲平
宮崎 彰吾 辺見 智弘
濱口 康司 三島 黎
但野 瑠勇 原田 真緒
田上 晋也 佐藤 洸祐
吉田 吉隆 渡辺 聡
田端 久貴 伊吹 政人
戸田 昭宏 夏堀 裕久

庄司 憲右 西澤 英彦
畑辺 純希 平井 学
小川 将司 長谷川 徳海
吉原 俊介 青木 晋平
二宮 大和 橋本 隆行
松本 健作 和田 信二
山口 孝広 村上 斉
高久 敬太 山口 孝司

小野寺 将克 中村 裕一
上場 雄也 宮崎 彰吾
濱口 康司 永井 雄太
但野 瑠勇 島袋 康隆
松本 大翼 佐藤 洸祐
佐藤 亮太 渡辺 聡
田端 久貴 清水 啓輔
戸田 昭宏 仲矢 靖央

庄司 憲右 長谷川 徳海
畑辺 純希 青木 晋平
二宮 大和 山口 孝広
松本 健作 高久 敬太

小野寺 将克 永井 雄太
上場 雄也 島袋 康隆
佐藤 洸祐 清水 啓輔
渡辺 聡 仲矢 靖央

庄司 憲右 二宮 大和
畑辺 純希 松本 健作

小野寺 将克 清水 啓輔
上場 雄也 仲矢 靖央

庄司 憲右 清水 啓輔
畑辺 純希 仲矢 靖央

※①長谷川・青木ペア棄権（青木選手体調不良）
※②佐藤・渡辺ペア棄権（渡辺選手負傷）

※③小野寺・上場ペア棄権（小野寺選手負傷）
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JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第５戦平塚大会　大石カップ

試合結果
男子

1 (9-21,10-21)vs

2 vsseed21

9:23 seed17

(21-15,21-16)2-0

(15-21,6-21)

seed12 (8-21,10-21)

(21-13,21-11)

２回戦

10:25

seed16

１回戦

9:25

準々決勝

16 9:22 winner#8 vs winner#9 2-0 (21-0,21-0) ※①

17 9:20 winner#10 vs winner#11 2-0 (21-10,21-19)

winner#13 2-0 (21-15,21-16)18 10:16 winner#12 vs

19 9:57 winner#14 vs winner#15 1-2 (21-16,18-21,6-15) ※②

準決勝

20 11:14 winner#16 vs winner#17 2-0 (21-14,21-13)

21 12:08 winner#18 vs winner#19 1-2 (25-23,20-22,0-15) ※③

決勝戦

22 13:51 winner#20 vs winner#21 2-0 (21-15,21-15)



庄司 憲右 小野寺 将克

畑辺 純希 上場 雄也
1回戦　match#9

庄司 / 畑辺 小野寺 / 上場

0 0 0 0

0 0 0 0
2回戦　match#8 2回戦　match#12

庄司 / 畑辺 小野寺 / 上場

久保田 大祐 中村 裕一

金子 勝俊 宮崎 彰吾
1回戦　match#1 1回戦　match#4

西澤 / 平井 中村 / 宮崎
西澤 英彦 浦田 哲平

平井 学 辺見 智弘
準々決勝　match#16 準々決勝　match#18

庄司 / 畑辺 小野寺 / 上場

小川 将司 濱口 康司

吉原 俊介 但野 瑠勇
1回戦　match#2 1回戦　match#5

小川 / 吉原 濱口 / 但野

0 0 三島 黎

0 0 原田 真緒
2回戦　match#9 2回戦　match#13

長谷川 / 青木 永井 / 島袋
0 0 0 0

0 0 0 0
1回戦　match#3 1回戦　match#9

庄司 畑辺
長谷川 / 青木 永井 / 島袋

長谷川 徳海 永井 雄太

青木 晋平 島袋 康隆

庄司 / 畑辺 清水 / 仲矢

二宮 大和 松本 大翼

松本 健作 佐藤 亮太
1回戦　match#4 1回戦　match#10

二宮 / 松本 松本 / 佐藤

0 0 0 0

0 0 0 0
2回戦　match#10 2回戦　match#14

二宮 / 松本 佐藤 / 渡辺

立木 治 田上 晋也

鵜澤 孝平 吉田 吉隆
1回戦　match#2 1回戦　match#6

橋本 / 和田 佐藤 / 渡辺
橋本 隆行 佐藤 洸祐

和田 信二 渡辺 聡
準々決勝　match#17 準々決勝　match#19

二宮 / 松本 清水 / 仲矢
山口 孝広 田端 久貴

高久 敬太 戸田 昭宏
1回戦　match#3 1回戦　match#7

山口 / 高久 田端 / 戸田

中原 賢治 伊吹 政人

山崎 高尚 夏堀 裕久
2回戦　match#11 2回戦　match#15

山口 / 高久 清水 / 仲矢
0 0 0 0

0 0 0 0
1回戦　match#1 1回戦　match#13

村上 / 山口 清水 / 仲矢
村上 斉 清水 啓輔

山口 孝司 仲矢 靖央
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愛媛県競技力向上対策本部/湘南ベルマーレ
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トーナメント表

株式会社ポピンズ

湘南太郎

 

seed240

0

seed3

seed19

seed14

seed11

seed22

松戸レガロ／KLB

お台場ビーチフレンズ

 

seed280

0

seed5

PVA

0

0-2 (8-21,10-21)

seed120

0

seed21

リブロ住設

湘南太郎

2-0 (21-13,21-7)

seed20兵庫ビーチクラブ

0

seed13

0

0

 

seed40

0 0

seed18

0

seed2

 

BELLONA

/HOYLE

0

0

seed23

seed10

seed15 湘南太郎

svc

0

0

湘南ベルマーレ

 

2-0 (21-15,21-16)

1-2 (21-16,18-21,6-15) ※②

0-2 (15-21,6-21)

0-2 (13-21,13-21)

2-0 (21-10,21-19)

0-2 (12-21,13-21)

準決勝　match#20

2-0 (21-0,21-0) ※① 2-0 (21-15,21-16)

/

2-0 (21-14,21-13)

2-0 (21-17,22-20)

2-0 (21-16,21-17)

1-2 (25-23,20-22,0-15) ※③

準決勝　match#21



順位

1位 庄司 憲右 愛媛県競技力向上対策本部/湘南ベルマーレ 200
畑辺 純希 ウィンコーポレーション 200

２位 清水 啓輔 150
仲矢 靖央 150

３位 二宮 大和 松戸レガロ／KLB 120
松本 健作 お台場ビーチフレンズ 120
小野寺 将克 松戸レガロ 120
上場 雄也 松戸レガロ 120

５位 長谷川 徳海 ミキハウス 86
青木 晋平 86
山口 孝広 リブロ住設 86
高久 敬太 湘南太郎 86
永井 雄太 松戸レガロ 86
島袋 康隆 大和川CLUB 86
佐藤 洸祐 86
渡辺 聡 湘南ベルマーレ 86

９位 西澤 英彦 55
平井 学 55
小川 将司 株式会社ポピンズ 55
吉原 俊介 湘南太郎 55
橋本 隆行 55
和田 信二 55
村上 斉 55
山口 孝司 55
中村 裕一 55
宮崎 彰吾 55
濱口 康司 55
但野 瑠勇 国士舘大学/ＫＬＢ 55
松本 大翼 湘南ベルマーレ 55
佐藤 亮太 川崎ビーチスポーツクラブ 55
田端 久貴 湘南太郎 55
戸田 昭宏 svc 55

17位 久保田 大祐 湾岸クラブ 32
金子 勝俊 癒しの手 32
立木 治 PVA 32
鵜澤 孝平 32
中原 賢治 兵庫ビーチクラブ 32
山崎 高尚 32
浦田 哲平 ザビ.net 32
辺見 智弘 32
三島 黎 32
原田 真緒 32
田上 晋也 32
吉田 吉隆 32
伊吹 政人 BELLONA 32
夏堀 裕久 /HOYLE 32
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64

64
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最終順位
男子

氏　名（所　属） オフィシャルポイント
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