
No. 日付 コート 時間 スコア

#31 6月29日 1 第6試合 W#29  上場 雄也  長谷川 徳海 W#30  西村 晃一  土屋 宝士 1(20-22、21-11、11-15)2

#30 6月29日 1 第4試合 W#27  西村 晃一  土屋 宝士 W#28  仲矢 靖央  畑 信也 2(21-15、21-19)0

#29 6月29日 1 第3試合 W#25  上場 雄也  長谷川 徳海 W#26  畑辺 純希  清水 啓輔 2(21-14、23-21)0

＃28 6月29日 3 第2試合 A2位  瀬田 久史  渡辺 有人 B1位  仲矢 靖央  畑 信也 0(15-21、15-21)2

＃27 6月29日 1 第2試合 C1位  西村 晃一  土屋 宝士 D2位  吉田 英樹  道木 優輝 2(21-15、21-14)0

＃26 6月29日 3 9:00 C2位  畑辺 純希  清水 啓輔 D1位  村上　斉 高橋　巧 2(17-21、21-17、15-9)1

＃25 6月29日 1 9:00 A1位  上場 雄也  長谷川 徳海 B2位  佐藤 洸祐  小川 将司 2(21-14、21-11)0

＃24 6月28日 4 13:50 Seed12 吉原　俊介 庄司　憲右 Seed13  長谷川 悟理  小野寺 将克 2(21-15、22-20)0

#23 6月28日 3 13:50 Seed4  村上　斉 高橋　巧 Seed5  吉田 英樹  道木 優輝 2(21-14、21-17)0

#16 6月28日 4 11:00 Seed5  吉田 英樹  道木 優輝 Seed13  長谷川 悟理  小野寺 将克 2(21-10、21-11)0

#15 6月28日 3 11:00 Seed4  村上　斉 高橋　巧 Seed12 吉原　俊介 庄司　憲右 2(12-21、24-22、15-12)1

#8 6月27日 4 15:30 Seed5  吉田 英樹  道木 優輝 Seed12 吉原　俊介 庄司　憲右 2(21-14、23-21)0

#7 6月27日 3 15:30 Seed4  村上　斉 高橋　巧 Seed13  長谷川 悟理  小野寺 将克 2(21-17、21-17)0

＃22 6月28日 4 13:00 Seed11  森岡 大海  中谷 祐至 Seed14  伊吹 政人  大久保 元晴 2(18-21、21-10、15-12)1

#21 6月28日 3 13:00 Seed3  畑辺 純希  清水 啓輔 Seed6  西村 晃一  土屋 宝士 0(18-21、7-21)2

#14 6月28日 4 10:20 Seed6  西村 晃一  土屋 宝士 Seed14  伊吹 政人  大久保 元晴 2(21-12、21-10)0

#13 6月28日 3 10:20 Seed3  畑辺 純希  清水 啓輔 Seed11  森岡 大海  中谷 祐至 2(21-14、21-10)0

#6 6月27日 4 14:50 Seed6  西村 晃一  土屋 宝士 Seed11  森岡 大海  中谷 祐至 2(21-19、21-14)0

#5 6月27日 3 14:50 Seed3  畑辺 純希  清水 啓輔 Seed14  伊吹 政人  大久保 元晴 2(21-16、21-13)0

＃20 6月28日 4 12:20 Seed10  松本 大翼  高橋 史和 Seed15  西澤　英彦 佐々木　宣宏 2(21-12、21-18)0

#19 6月28日 3 12:20 Seed2  仲矢 靖央  畑 信也 Seed7  佐藤 洸祐  小川 将司 2(22-24、21-15、16-14)0

#12 6月28日 4 9:40 Seed7  佐藤 洸祐  小川 将司 Seed15  西澤　英彦 佐々木　宣宏 2(21-12、21-19)0

#11 6月28日 3 9:40 Seed2  仲矢 靖央  畑 信也 Seed10  松本 大翼  高橋 史和 2(21-15、21-14)0

#4 6月27日 4 14:10 Seed7  佐藤 洸祐  小川 将司 Seed10  松本 大翼  高橋 史和 2(15-21、21-18、15-12)1

#3 6月27日 3 14:10 Seed2  仲矢 靖央  畑 信也 Seed15  西澤　英彦 佐々木　宣宏 2(21-13、21-8)0

＃18 6月28日 4 11:40 Seed9  瀬田 久史  渡辺 有人 Seed16  直弘 龍治  佐藤 亘 2(21-16、21-16)0

#17 6月28日 3 11:40 Seed1  上場 雄也  長谷川 徳海 Seed8  石垣 浩太  脇谷 正二 2(21-16、21-17)0

#10 6月28日 4 9:00 Seed8  石垣 浩太  脇谷 正二 Seed16  直弘 龍治  佐藤 亘 2(24-22、21-12)0

#9 6月28日 3 9:00 Seed1  上場 雄也  長谷川 徳海 Seed9  瀬田 久史  渡辺 有人 2(21-5、21-12)0

#2 6月27日 4 13:30 Seed8  石垣 浩太  脇谷 正二 Seed9  瀬田 久史  渡辺 有人 1(14-21、21-14、12-15)2

#1 6月27日 3 13:30 Seed1  上場 雄也  長谷川 徳海 Seed16  直弘 龍治  佐藤 亘 2(21-10、21-17)0
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※試合コートの変更があります。(変更になった箇所は、黄色で示しております)

※第2試合以降は開始時間の設定はなく、前の試合終了後10分後に開始となります。


