
No. 日付 コート 時間 スコア

#28 7月31日 1 14:00 #25勝者 黒川 魁 福嶋 晃介 vs #26勝者 庄司 憲右 池田 隼平 2(21-19,21-17)0

#27 7月31日 1 12:00 #25敗者 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン vs #26敗者 白鳥 勝浩 永井 雄太 0(12-21,19-21)2

#26 7月31日 2 10:00 #23勝者 庄司 憲右 池田 隼平 vs #24勝者 白鳥 勝浩 永井 雄太 2(21-12,21-18)0

#25 7月31日 1 10:00 #21勝者 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン vs #22勝者 黒川 魁 福嶋 晃介 0(18-21,20-22)2

#24 7月30日 1 16:00 #20勝者 二宮 大和 石川 瀬那 vs B1位 白鳥 勝浩 永井 雄太 0(18-21,18-21)2

#23 7月30日 2 16:00 C1位 庄司 憲右 池田 隼平 vs #19勝者 小島 利治 進藤 涼 2(21-18,21-10)0

#22 7月30日 2 15:00 #18勝者 黒川 魁 福嶋 晃介 vs D1位 長谷川 徳海 倉坂 正人 2(21-19,21-18)0

#21 7月30日 1 15:00 A1位 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン vs #17勝者 関 寛之 詫間 悠 2(21-19,21-17)0

#20 7月30日 1 12:00 D2位 二宮 大和 石川 瀬那 vs C3位 佐藤 亮太 伊藤 遼河 2(26-24,24-22)0

#19 7月30日 2 12:00 B3位 小島 利治 進藤 涼 vs A2位 平良 伸晃 上田 翔貴 2(8-21,21-19,15-11)1

#18 7月30日 2 11:00 C2位 黒川 魁 福嶋 晃介 vs A3位 梅野 涼 出口 塁士 2(21-9,21-12)0

#17 7月30日 1 11:00 D3位 清水 啓輔 白石 澄空 vs B2位 関 寛之 詫間 悠 0(18-21,14-21)2

#16 7月29日 4 16:00 #13敗者 上場 雄也 西村 晃一 vs #14敗者 清水 啓輔 白石 澄空 0(23-25,19-21)2

#15 7月29日 1 16:00 #13勝者 長谷川 徳海 倉坂 正人 vs #14勝者 二宮 大和 石川 瀬那 2(19-21,21-15,15-7)1

#14 7月29日 4 12:00 Seed5 二宮 大和 石川 瀬那 vs Seed12 清水 啓輔 白石 澄空 2(21-18,21-14)0

#13 7月29日 2 12:00 Seed4 長谷川 徳海 倉坂 正人 vs Seed13 上場 雄也 西村 晃一 2(21-18,21-15)0

#12 7月29日 4 15:00 #9敗者 長山 峻 林 聖瑠 vs #10敗者 佐藤 亮太 伊藤 遼河 0(23-25,19-21)2

#11 7月29日 1 15:00 #9勝者 庄司 憲右 池田 隼平 vs #10勝者 黒川 魁 福嶋 晃介 2(21-12,21-19)0

#10 7月29日 4 11:00 Seed6 佐藤 亮太 伊藤 遼河 vs Seed11 黒川 魁 福嶋 晃介 1(17-21,21-17,15-17)2

#9 7月29日 2 11:00 Seed3 庄司 憲右 池田 隼平 vs Seed14 長山 峻 林 聖瑠 2(21-19,21-12)0

#8 7月29日 4 14:00 #5敗者 小田 涼太 渡辺 周馬 vs #6敗者 小島 利治 進藤 涼 0(15-21,14-21)2

#7 7月29日 1 14:00 #5勝者 白鳥 勝浩 永井 雄太 vs #6勝者 関 寛之 詫間 悠 2(13-21,21-13,16-14)1

#6 7月29日 4 10:00 Seed7 関 寛之 詫間 悠 vs Seed10 小島 利治 進藤 涼 2(22-20,21-17)0

#5 7月29日 2 10:00 Seed2 白鳥 勝浩 永井 雄太 vs Seed15 小田 涼太 渡辺 周馬 2(21-14,21-12)0

#4 7月29日 4 13:00 #1敗者 梅野 涼 出口 塁士 vs #2敗者 長瀬 公亮 八幡 暖音 2(21-17,21-12)0

#3 7月29日 1 13:00 #1勝者 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン vs #2勝者 平良 伸晃 上田 翔貴 2(21-13,21-14)0

#2 7月29日 4 9:00 Seed8 平良 伸晃 上田 翔貴 vs Seed9 長瀬 公亮 八幡 暖音 2(21-11,21-11)0

#1 7月29日 2 9:00 Seed1 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン vs Seed16 梅野 涼 出口 塁士 2(21-8,21-5)0
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