
第29回 ビーチバレージャパン 決勝トーナメント試合結果
[８/１5（土）]

最終

コート コート

9:00 BVJ #1 1 ○村上斉/庄司憲右 (推薦) vs. 32 ●西田 祥啓 / 宮本 健司 (石川) 2(21-16,21-14)0 9:00 BVJ #2 17 ●伊吹 政人 / 大久保 元晴 (岐阜) vs. 16 ○田端 久貴 / 松田 誠 (神奈川②) 0(12-21,13-21)2

BVJ #9 3 ○上場雄也/西村晃一 (推薦) vs. 30 ●狩野 僚太 / 遠藤 直之 (青森) 2(21-6,21-14)0 BVJ #6 21 ●大橋 一仁 / 前田 洋平 (滋賀) vs. 12 ○加藤 修吾 / 紺野 真幹 (福島) 0(16-21,15-21)2

BVJ #8 29 ●立野 孝幸 / 松葉 洋弥 (茨城) vs. 4 ○畑辺純希/高橋巧 (推薦) 0(6-21,9-21)2 BVJ #15 15 ○松本 健作 / 渡辺 有人 (埼玉) vs. 18 ●橋本 隆行 / 前地 克彦 (大阪) 2(21-17,21-19)0

BVJ #11 11 ○鈴木 太郎 / 島袋 康隆 (兵庫) vs. 22 ●三島 黎 / 原田 真緒 (長野) 2(21-8,21-12)0 BVJ #14 23 ●藤井 隆太 / 森岡 大海 (長崎) vs. 10 ○畑 信也 / 長谷川 翔 (東京) 0(8-21,13-21)2

BVJ #17 1 ○村上斉/庄司憲右 (推薦) vs. 16 ●田端 久貴 / 松田 誠 (神奈川②) 2(21-15,21-13)0 BVJ #18 9 ○瀬田 久史 / 松本 大翼 (愛知) vs. 25 ●永井 雄太 / 二宮 大和 (千葉) 2(21-18,21-15)0

M1 41 ●松山紘子/松村美由紀 vs. 48 ○石井美樹/村上めぐみ 1(11-21,21-16,12-15)2 BVJ #24 15 ○松本 健作 / 渡辺 有人 (埼玉) vs. 31 ●新駿河 拓也 / 神之薗 智洋 (宮崎) 2(21-15,19-21,15-4)1

M4 47 ●小野田恵子/田中麻衣 vs. 42 ○田中姿子/草野歩 0(13-21,18-21)2 BVJ #22 11 ●鈴木 太郎 / 島袋 康隆 (兵庫) vs. 6 ○佐藤洸祐/土屋宝士 (推薦) 0(20-22,8-21)2

BVJ #25 1 ●村上斉/庄司憲右 (推薦) vs. 9 ○瀬田 久史 / 松本 大翼 (愛知) 0(18-21,13-21)2 BVJ #26 5 ●吉田英樹/道木優輝 (推薦) vs. 4 ○畑辺純希/高橋巧 (推薦) 0(12-21,14-21)2

コート コート

9:00 BVJ #4 25 ○永井 雄太 / 二宮 大和 (千葉) vs. 8 ●関東亨哉/瀧元一彰 (推薦) 2(21-16,21-13)0 9:00 BVJ #3 9 ○瀬田 久史 / 松本 大翼 (愛知) vs. 24 ●中園 英太郎 / 藤原 将己 (福岡) 2(21-14,21-9)0

BVJ #5 28 ●板橋 正人 / 中山 貴洋 (宮城) vs. 5 ○吉田英樹/道木優輝 (推薦) 0(18-21,19-21)2 BVJ #7 13 ●丸山 貴也 / 藤田 昂大 (京都) vs. 20 ○山口 孝広 / 遠藤 勉 (山形) 1(21-18,17-21,10-15)2

BVJ #16 31 ○新駿河 拓也 / 神之薗 智洋 (宮崎) vs. 2 ●清水啓輔/仲矢靖央 (推薦) 2(21-0,21-0)0 BVJ #10 19 ●直弘 龍治 / 福地 亮介 (広島) vs. 14 ○脇谷 正二 / 石垣 浩太 (神奈川①) 0(12-21,19-21)2

BVJ #12 27 ●新川 尚悟 / 鈴木 洋輔 (沖縄) vs. 6 ○佐藤洸祐/土屋宝士 (推薦) 0(16-21,16-21)2 BVJ #13 7 ○黒川魁/但野瑠勇 (推薦) vs. 26 ●佐々木 宣弘 / 安田 和男 (山口) 2(21-17,17-21,15-10)1

BVJ #21 3 ○上場雄也/西村晃一 (推薦) vs. 14 ●脇谷 正二 / 石垣 浩太 (神奈川①) 2(21-17,21-17)0 BVJ #19 5 ○吉田英樹/道木優輝 (推薦) vs. 12 ●加藤 修吾 / 紺野 真幹 (福島) 2(21-17,21-15)0

M2 45 ●浦田景子/宮川紗麻亜 vs. 44 ○長谷川暁子/永田唯 1(21-15,16-21,7-15)2 BVJ #20 20 ●山口 孝広 / 遠藤 勉 (山形) vs. 4 ○畑辺純希/高橋巧 (推薦) 0(10-21,13-21)2

M3 43 ○鈴木千代/石坪聖野 vs. 46 ●幅口絵里香/藤井桜子 2(21-18,22-20)0 BVJ #23 7 ●黒川魁/但野瑠勇 (推薦) vs. 10 ○畑 信也 / 長谷川 翔 (東京) 0(14-21,16-21)2

BVJ #28 10 ○畑 信也 / 長谷川 翔 (東京) vs. 15 ●松本 健作 / 渡辺 有人 (埼玉) 2(21-13,21-12)0 BVJ #27 3 ○上場雄也/西村晃一 (推薦) vs. 6 ●佐藤洸祐/土屋宝士 (推薦) 2(24-22,14-21,15-12)1
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