
No 時間 set スコア 勝チーム

吉原 俊介 藤田 昂大
荒川 崇 但野 瑠勇
濱口 康司 阿部 ショウタ
前田 修平 浦田 哲平
立木 治 田端 久貴
鵜澤 孝平 山口 孝広
中山 貴洋 日名田 暁
松本 健作 鎌田 暁久
中村 裕一 佐藤 亮太
椿 和憲 黒川 魁

荒木 錦江 金子 勝俊
前島 直希 浅岡 遥太
夏堀 裕久 杉田 圭
渡辺 有人 北原 佑樹
高久 敬太 松葉 洋弥
遠藤 勉 立野 孝幸
佐藤 亨輔 島袋 康隆
原田 真緒 石垣 浩太
永井 雄太 冨士井 雄太
橋本 隆行 戸田 昭宏

久保田 大祐 美濃 智博
宮崎 彰吾 辺見 智弘
西澤 英彦 和田 信二
平井 学 伊吹 政人

村上 斉 藤田 昂大
庄司 憲右 但野 瑠勇
濱口 康司 田端 久貴
前田 修平 山口 孝広
中山 貴洋 佐藤 亮太
松本 健作 黒川 魁
金子 勝俊 鈴木 太郎
浅岡 遥太 中谷 祐至
吉田 英樹 夏堀 裕久
小川 将司 渡辺 有人
高久 敬太 島袋 康隆
遠藤 勉 石垣 浩太
永井 雄太 久保田 大祐
橋本 隆行 宮崎 彰吾
和田 信二 上場 雄也
伊吹 政人 小野寺 将克

村上 斉 田端 久貴
庄司 憲右 山口 孝広
中山 貴洋 鈴木 太郎
松本 健作 中谷 祐至
吉田 英樹 島袋 康隆
小川 将司 石垣 浩太
永井 雄太 上場 雄也
橋本 隆行 小野寺 将克

村上 斉 中山 貴洋
庄司 憲右 松本 健作
吉田 英樹 上場 雄也
小川 将司 小野寺 将克

村上 斉 上場 雄也
庄司 憲右 小野寺 将克
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JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第４戦越谷大会 泰明カップ
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２１ 9:30 winner#13 vs winner#14 2-0 (21-13,21-17) winner#13

２２ 9:30 winner#15 vs winner#16 2-0 (22-20,21-19) winner#15

winner#18 2-0 (21-18,21-19)２３ 10:27 winner#17 vs winner#17

２４ 10:24 winner#19 vs winner#20 0-2 (14-21,11-21) winner#20

準決勝

２５ 11:30 winner#21 vs winner#22 2-0 (23-21,21-18) winner#21

２６ 12:30 winner#23 vs winner#24 0-2 (14-21,10-21) winner#24

winner#22

決勝戦

２７ 13:30 winner#22 vs winner#23 2-1 (19-21,21-17,15-13)



村上 斉 吉田 英樹

庄司 憲右 小川 将司
1回戦 match#9

村上 / 庄司 吉田 / 小川

0 0 0 0

0 0 0 0
2回戦 match#13 2回戦 match#17

村上 / 庄司 吉田 / 小川

吉原 俊介 夏堀 裕久

荒川 崇 渡辺 有人
1回戦 match#1 1回戦 match#7

藤田 / 但野 夏堀 / 渡辺
藤田 昂大 杉田 圭

但野 瑠勇 北原 佑樹
準々決勝 match#21 準々決勝 match#23

村上 / 庄司 吉田 / 小川

濱口 康司 高久 敬太

前田 修平 遠藤 勉
1回戦 match#2 1回戦 match#8

濱口 / 前田 高久 / 遠藤

阿部 ショウタ 松葉 洋弥

浦田 哲平 立野 孝幸
2回戦 match#14 2回戦 match#18

田端 / 山口 島袋 / 石垣
立木 治 佐藤 亨輔

鵜澤 孝平 原田 真緒
1回戦 match#3 1回戦 match#9

村上 庄司
田端 / 山口 島袋 / 石垣

田端 久貴 島袋 康隆

山口 孝広 石垣 浩太

村上 / 庄司 上場 / 小野寺

中山 貴洋 永井 雄太

松本 健作 橋本 隆行
1回戦 match#4 1回戦 match#10

中山 / 松本 永井 / 橋本

日名田 暁 冨士井 雄太

鎌田 暁久 戸田 昭宏
2回戦 match#15 2回戦 match#19

中山 / 松本 永井 / 橋本

中村 裕一 久保田 大祐

椿 和憲 宮崎 彰吾
1回戦 match#5 1回戦 match#11

佐藤 / 黒川 久保田 / 宮崎
佐藤 亮太 美濃 智博

黒川 魁 辺見 智弘
準々決勝 match#22 準々決勝 match#24

中山 / 松本 上場 / 小野寺
荒木 錦江 西澤 英彦

前島 直希 平井 学
1回戦 match#6 1回戦 match#12

金子 / 浅岡 和田 / 伊吹

金子 勝俊 和田 信二

浅岡 遥太 伊吹 政人
2回戦 match#16 2回戦 match#20

鈴木 / 中谷 上場 / 小野寺
0 0 0 0

0 0 0 0
1回戦 match#1 1回戦 match#13

鈴木 / 中谷 上場 / 小野寺
鈴木 太郎 上場 雄也

中谷 祐至 小野寺 将克
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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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湘南太郎

東京ヴェルディ
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国士舘大学
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T－unit
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2-1 (19-21,21-17,15-13)

0-2 (17-21,17-21) 1-2 (21-16,15-21,10-15)
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国士舘大学
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お台場ビーチフレンズ

田中釣具店
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