
NO 時間

1 9:15 #1 seed17 久保田/金子 ｖｓ seed16 西澤/平井 #2 seed21 立木/鵜澤 ｖｓ seed12 橋本/和田 #1 seed17 菅原/井上 ｖｓ seed16 福田/斎藤 #2 seed9 山田/坂本 ｖｓ seed24 山崎/丸谷

2 試合間10分 #3 seed13 山口/高久 ｖｓ seed20 中原/山崎 #4 seed19 中村/宮崎 ｖｓ seed14 浦田/辺見 #3 seed25 安田/酒井 ｖｓ seed8 楠原/松村 #4 seed21 富樫/内田 ｖｓ seed12 吉田/仲田

3 試合間10分 #5 seed11 濱口/但野 ｖｓ seed22 三島/原田 #6 seed23 田上/吉田 ｖｓ seed10 佐藤/渡辺 #5 seed13 山下/山田 ｖｓ seed20 鈴木/奥平 #6 seed19 黄/南谷 ｖｓ seed14 水沼/柳

4 試合間10分 #7 seed15 田端/戸田 ｖｓ seed18 伊吹/夏堀 #9 seed9 小川/吉原 ｖｓ seed8 長谷川/青木 #7 seed11 山口/藤田 ｖｓ seed22 小久保/若井 #8 seed23 大場/岩崎 ｖｓ seed10 駒田/宮川

5 試合間10分 #10 seed5 二宮/松本 ｖｓ winner#２ 橋本/和田 #8 seed1 庄司/畑辺 ｖｓ winner#１ 西澤/平井 #10 seed1 草野/長谷川 ｖｓ winner#1 菅原/井上 #9 seed15 鈴木/坂口 ｖｓ seed18 柿澤/松田

6 試合間10分 #11 winner#3 山口/高久 ｖｓ seed4 村上/山口 #12 seed3 小野寺/上場 ｖｓ winner#4 中村/宮崎 #11 winner#2 山田/坂本 ｖｓ winner3 楠原/松村 #12 seed5 田中/宮川 ｖｓ winner#4 吉田/仲田

7 試合間10分 #14 seed7 松本/佐藤 ｖｓ winner#6 佐藤/渡辺 #13 winner#5 濱口/但野 ｖｓ seed6 永井/島袋 #14 seed3 浦田/幅口 ｖｓ winner#６ 黄/南谷 #13 winner#5 鈴木/奥平 ｖｓ seed4 浦田/藤井

8 試合間10分 #15 winner#7 田端/戸田 ｖｓ seed2 清水/仲矢 #１7 winner#9 鈴木/坂口 ｖｓ seed2 鈴木/石坪 #１５ winner#7 山口/藤田 ｖｓ seed6 松山/柴 #１6 seed7 足立/沢目 ｖｓ winner#8 駒田/宮川

NO 時間

1 9:15 #１７ winner#10 二宮/松本 ｖｓ winner#11 山口/高久 #１６ winner#8 庄司/畑辺 ｖｓ winner#9 長谷川/青木 #18 winner#10 草野/長谷川 ｖｓ winner#11 楠原/松村 #19 winner#12 田中/宮川 ｖｓ winner#13 浦田/藤井

2 試合間10分 #18 winner#12 小野寺/上場 ｖｓ winner#13 永井/島袋 #19 winner#14 佐藤/渡辺 ｖｓ winner#15 清水/仲矢 #21 winner#16 駒田/宮川 ｖｓ winner#17 鈴木/石坪 #20 winner#14 浦田/幅口 ｖｓ winner#15 松山/柴

3 試合間10分 #20 winner#16 ｖｓ winner#17 #22 winner#18 ｖｓ winner#19 ｖｓ

4 試合間10分 #21 winner#18 ｖｓ winner#19 #23 winner#20 ｖｓ winner#21 ｖｓ

5 試合間( )分 #22 winner#20 ｖｓ winner#21 #24 winner#22 ｖｓ winner#23 ｖｓ

6 ｖｓ

7 ｖｓ

8 ｖｓ

※天候により、スケジュール変更する場合があります。 18:472015/10/24
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10月24日（土）

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

マッチスケジュール

10月25日（日）
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