
Ｎｏ． 日付 コート 時間 スコア

#15 10月11日 メイン 14:00 W#13 井上真弥 渡辺聡 W#14 松本大翼 畑辺純希 2(22-24,21-10,15-10)1

#14 10月11日 メイン 11:30 B1位 清水啓輔 仲矢靖央 C1位 松本大翼 畑辺純希 1(16-21,21-13,13-15)2

#13 10月11日 メイン 10:40 A1位 井上真弥 渡辺聡 D1位 西村晃一 土屋宝士 2(21-17,30-28)0

#9 10月10日 メイン 9:00 Seed4 西村晃一 土屋宝士 Seed5 吉田英樹 小川将司 2(21-19,21-15)0

#5 10月9日 メイン 12:20 Seed4 西村晃一 土屋宝士 Seed12 林宏樹 浦田哲平 2(21-10,21-17)0

#1 10月9日 サブ 9:00 Seed5 吉田英樹 小川将司 Seed12 林宏樹 浦田哲平 2(21-14,21-16)0

#10 10月10日 メイン 9:50 Seed3 松本大翼 畑辺純希 Seed6 鈴木太郎 島袋康隆 2(18-21,21-11,15-6)1

#6 10月9日 サブ 12:20 Seed3 松本大翼 畑辺純希 Seed11 濱口康司 但野瑠勇 2(21-12,21-10)0

#2 10月9日 メイン 9:00 Seed6 鈴木太郎 島袋康隆 Seed11 濱口康司 但野瑠勇 2(21-16,14-21,15-8)1

#11 10月10日 メイン 12:20 Seed2 清水啓輔 仲矢靖央 Seed7 佐藤亮太 小野寺将克 2(21-11,24-22)0

#7 10月9日 メイン 13:10 Seed2 清水啓輔 仲矢靖央 Seed10 中山貴洋 山口孝広 2(24-22,21-13)0

#3 10月9日 サブ 9:50 Seed7 佐藤亮太 小野寺将克 Seed10 中山貴洋 山口孝広 2(14-21,21-14,15-12)1

#12 10月10日 メイン 13:10 Seed1 村上斉 庄司憲右 Seed8 井上真弥 渡辺聡 0(18-21,19-21)2

#8 10月9日 サブ 13:10 Seed1 村上斉 庄司憲右 Seed9 二宮大和 松本健作 2(21-12,21-15)0

#4 10月9日 メイン 9:50 Seed8 井上真弥 渡辺聡 Seed9 二宮大和 松本健作 2(21-11,21-14)0
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決勝



井上真弥 / 渡辺聡

コート メイン 10:40 井上真弥 / 渡辺聡

西村晃一 / 土屋宝士

コート メイン 14:00 井上真弥 / 渡辺聡

松本大翼 / 畑辺純希

コート メイン 11:30 松本大翼 / 畑辺純希

清水啓輔 / 仲矢靖央

A1位

D1位

#14

2(21-17,30-28)0

1(16-21,21-13,13-15)2

#13

C1位

B1位

#15
2(22-24,21-10,15-10)1
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決勝トーナメント
男子



氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ

優勝 井上真弥 SandS 400 渡辺聡 湘南ベルマーレ 400 800

準優勝 松本大翼 湘南ベルマーレ 300 畑辺純希 ウィンコーポレーション 300 600

西村晃一 WINDS 土屋宝士 WINDS

清水啓輔 0 仲矢靖央 0

村上斉 ADI.G/フィナンシャル・エージェンシーWhiteSun'川崎 庄司憲右 愛媛県競技力向上対策本部/湘南ベルマーレ

佐藤亮太 川崎ビーチスポーツクラブ 小野寺将克 松戸レガロ

鈴木太郎 芦屋大学 島袋康隆

吉田英樹 小川将司 株式会社ポピンズ

二宮大和 松戸レガロ／KLB 松本健作 お台場ビーチフレンズ

中山貴洋 ＫＬＢ 山口孝広 リプロ住設

濱口康司 0 但野瑠勇 国士舘大学

林宏樹 フリー 浦田哲平 ザビ.com

480240

171 171 342

ﾎﾟｲﾝﾄ
計
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最終順位
男子

109 109 218

順位
選手１ 選手２

240

9位

5位

3位


