
Ｎｏ． 日付 コート 時間 スコア

#31 7月27日 1 第6試合 W#29  上場 雄也  長谷川 徳海 W#30  清水 啓輔  畑辺　 純希 荒天により両チーム優勝

#30 7月27日 2 第4試合 W#27  清水 啓輔  畑辺　 純希 W#28  板橋 正人  庄司 憲右 2(21-16、21-13)0

#29 7月27日 2 第３試合 W#25  上場 雄也  長谷川 徳海 W#26  村上 斉  高橋 巧 2(21-17、19-21、17-15)1

＃28 7月27日 4 第２試合 A2位  板橋 正人  庄司 憲右 B1位  仲矢 靖央  畑 信也 2(17-21、21-16、15-10)1

＃27 7月27日 3 第２試合 C1位  清水 啓輔  畑辺　 純希 D2位  吉田 英樹  道木 優輝 2(21-12、21-16)0

＃26 7月27日 4 9:00 C2位  石垣 浩太  脇谷 正二 D1位  村上 斉  高橋 巧 0(10-21、11−21)2

＃25 7月27日 3 9:00 A1位  上場 雄也  長谷川 徳海 B2位  大久保 元晴  中谷 祐至 2(23-21、22-20)0

＃24 7月26日 4 13:50 Seed12  西澤 英彦  菅原 央至 Seed13  冨士井 雄太  小野寺 将克 2(21-13、21-17)0

#23 7月26日 3 13:50 Seed4  村上 斉  高橋 巧 Seed5  吉田 英樹  道木 優輝 2(15-21、21-18、15-11)1

#16 7月26日 4 11:00 Seed5  吉田 英樹  道木 優輝 Seed13  冨士井 雄太  小野寺 将克 2(21-12、21-17)0

#15 7月26日 3 11:00 Seed4  村上 斉  高橋 巧 Seed12  西澤 英彦  菅原 央至 2(21-10、21-14)0

#8 7月25日 4 15:30 Seed5  吉田 英樹  道木 優輝 Seed12  西澤 英彦  菅原 央至 2(16-21、21-18、15-11)1

#7 7月25日 3 15:30 Seed4  村上 斉  高橋 巧 Seed13  冨士井 雄太  小野寺 将克 2(21-11、22-20)0

＃22 7月26日 4 13:00 Seed11  伊吹 政人  渡辺 有人 Seed14  中山 貴洋  松本 健作 1(16-21、21-16、13-15)2

#21 7月26日 3 13:00 Seed3  清水 啓輔  畑辺　 純希 Seed6  石垣 浩太  脇谷 正二 2(21-17、21-19)0

#14 7月26日 4 10:20 Seed6  石垣 浩太  脇谷 正二 Seed14  中山 貴洋  松本 健作 2(21-19、22-20)0

#13 7月26日 3 10:20 Seed3  清水 啓輔  畑辺　 純希 Seed11  伊吹 政人  渡辺 有人 2(21-16、21-17)0

#6 7月25日 4 14:50 Seed6  石垣 浩太  脇谷 正二 Seed11  伊吹 政人  渡辺 有人 2(21-15、21-16)0

#5 7月25日 3 14:50 Seed3  清水 啓輔  畑辺　 純希 Seed14  中山 貴洋  松本 健作 2(21-11、21-17)0

＃20 7月26日 4 12:20 Seed10  大久保 元晴  中谷 祐至 Seed15  吉原 俊介  遠藤 勉 0(22-24、19-21)2

#19 7月26日 3 12:20 Seed2  仲矢 靖央  畑 信也 Seed7  松本 大翼  鈴木 太郎 2(21-16、21-15)0

#12 7月26日 4 9:40 Seed7  松本 大翼  鈴木 太郎 Seed15  吉原 俊介  遠藤 勉 2(19-21、21-19、15-12)1

#11 7月26日 3 9:40 Seed2  仲矢 靖央  畑 信也 Seed10  大久保 元晴  中谷 祐至 2(21-8、21-11)0

#4 7月25日 4 14:10 Seed7  松本 大翼  鈴木 太郎 Seed10  大久保 元晴  中谷 祐至 1(17-21、21-16、9-15)2

#3 7月25日 3 14:10 Seed2  仲矢 靖央  畑 信也 Seed15  吉原 俊介  遠藤 勉 2(21-11、22-20)0

#18 7月26日 4 11:40 Seed9  板橋 正人  庄司 憲右 Seed16  立野 孝幸  松葉 洋弥 2(21-16、21-13)0

#17 7月26日 3 11:40 Seed1  上場 雄也  長谷川 徳海 Seed8  小川 将司  森岡 大海 2(21-16、21-10)0

#10 7月26日 4 9:00 Seed8  小川 将司  森岡 大海 Seed16  立野 孝幸  松葉 洋弥 0(18-21、20-22)2

#9 7月26日 3 9:00 Seed1  上場 雄也  長谷川 徳海 Seed9  板橋 正人  庄司 憲右 2(24-26、21-16、15-13)1

#2 7月25日 4 13:30 Seed8  小川 将司  森岡 大海 Seed9  板橋 正人  庄司 憲右 0(10-21、13-21)2

#1 7月25日 3 13:30 Seed1  上場 雄也  長谷川 徳海 Seed16  立野 孝幸  松葉 洋弥 2(21-8、21-11)0
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男子 大会3日目試合結果

※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。
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