
長谷川 翔 板橋 正人

井上 真弥 瀬田 久史

2回戦　match#4 2回戦　match#12
/ /

戸田 昭宏 宮崎 彰吾

澁谷 仁史 加藤 智也
1回戦　match#1 1回戦　match#2

/ /
神谷 将広 山中 譲

西澤 翔 金子 勝俊
3回戦　match#20 3回戦　match#24

長谷川 / 井上 松本 / 庄司

久保田 大祐 吉田 滉

中村 裕一 窪田 真汐
2回戦　match#5 2回戦　match#13

隅田 / 辺見 松本 / 庄司
冨士井 雄太 松本 大翼

小野寺 将克 庄司 憲右
準々決勝　match#28 準々決勝　match#30

長谷川 / 井上 脇谷 / 渡辺

吉田 英樹 西澤 英彦

山田 守 菅原 央至
2回戦　match#6 2回戦　match#14

山中 / 金子 西澤 / 菅原

林 宏樹 安藤 淳

柳澤 信二 豊田 茂稔
3回戦　match#21 3回戦　match#25

小川 / 佐藤 脇谷 / 渡辺
松田 誠 佐竹 宏治

吉原 俊介 夏堀 裕久
2回戦　match#7 2回戦　match#15

村上 高橋
二宮 / 田端 脇谷 / 渡辺

小川 将司 脇谷 正二

佐藤 洸祐 渡辺 有人

清水 / 畑辺 村上 / 高橋

清水 啓輔 森岡 大海

畑辺 純希 土屋 宝士
2回戦　match#8 2回戦　match#16

清水 / 畑辺 森岡 / 土屋

杉田 圭 宮本 隆太

椿 和憲 林 秀明
3回戦　match#22 3回戦　match#26

清水 / 畑辺 森岡 / 土屋

佐々木 伯幸 長谷川 悟理

米山 達哉 藤田 昂大
2回戦　match#9 2回戦　match#17

佐々木 / 米山 長谷川 / 藤田
日名田 暁 鈴木 太郎

鎌田 暁久 直弘 龍治
準々決勝　match#29 準々決勝　match#31

清水 / 畑辺 村上 / 高橋
福地 亮介 立野 孝幸

道木 優輝 長谷川 井上 石井 伸悟
2回戦　match#10 2回戦　match#18

福地 / 道木 大久保 / 中谷

合原 和希 長谷川 / 井上 脇谷 / 渡辺 大久保 元晴

粟嶋 康太 中谷 祐至
3回戦　match#23 3回戦　match#27

石垣 / 松葉 村上 / 高橋 二宮 大和
隅田 崇

田端 久貴
辺見 智弘 1回戦　match#3

/
大友 富之

Bye Bye
近藤 裕太

Bye Bye 2回戦　match#11 2回戦　match#19

/ /

石垣 浩太 村上 斉

松葉 洋弥 高橋 巧

 

 

 

 

ＪＢＶサテライト平塚大会

トーナメント表

男子
seed33

 

seed16湾岸クラブ

了徳寺大学

 

seed8

 

 

 

 

seed29

seed36

0-2 17-21 14-21

0-2 15-21 14-21

0-2 16-21 16-21

2-0 21-16 21-19 1-2 21-15 11-21 6-15

1-2 21-19 15-21 10-15

0-2 11-21 13-21

seed9

公文国際学園高等部

公文国際学園高等部

2-0 21-9 21-12 2-0 21-18 21-12

1-2 21-23 21-16 11-15

seed30

2-0 21-10 21-11

seed32

seed7

準決勝　match#33

2-0 21-13 21-15

 

FOVA／KLB

フリー

 

 

0-2 7-21 13-21

お台場ビーチフレンズ

東京Verdy

seed6

FOVA

seed1

 

湾岸クラブ

 

フリー

 

 

Unby，nisca

 

 

 

 

seed17

BTOC・グランビーズ広島

グランビーズ広島

 

 

seed26

BELLONA

有限会社ケッズグループ

seed25

seed11

seed22

0-2 15-21 17-21

準決勝　match#32

/

seed27

泰明（たいめい）カップ

 

 

 

2-0 21-15 21-16

seed24

0-2 14-21 16-21

2-0 21-11 21-12

 

 

seed3

seed19

seed14

 

 

御宿デビルズ

御宿デビルズ

ヴェールタカハシ・オリエンタルウイッチーズ

 

seed35

 

KYUBA

2-0 21-19 21-11

seed28 

 

seed5

公文国際学園高等部

seed13

iSS!

iSS!

2-1 8-21 21-18 16-14

seed12早稲田大学

早稲田大学

seed21

seed4ＨＯＹＬＥ

ＣＯＬＡＮＣＯＬＡＮ

 

0-2 15-21 17-21

SIBA

 

2-0 21-18 21-11

seed20公文国際学園高等部

了徳寺大学

 ３位決定戦なし
seed183位決定戦　match#34

seed2

(有)大久保商店

お台場ビーチフレンズ

seed31

 

seed34

2-0 21-17 21-6

seed23

seed10

seed15 Sand Block / NNHC

湾岸クラブ

了徳寺大学

 

2-1 21-11 19-21 18-16

0-2 12-21 9-21

0-2 16-21, 14-21

2-1 21-19 17-21 18-16

2-0 21-8 21-14

0-2 13-21 20-22

0-2 14-21 15-21

0-2 18-21 13-21決勝戦　match#35

0-2 12-21 17-21

2-0 21-12 21-14

0-2 12-21 11-21

2-0 21-15 21-19

/


