
１回戦 準々決勝 準決勝 決勝

庄司 憲右

池田 隼平

山口 孝司

山口 和也

福嶋 晃介
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平良 伸晃
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倉坂 正人
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0-2(13-21,12-21)

0-2(15-21,13-21)
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No Start time set Result time

山口 孝司 福嶋 晃介
山口 和也 上田 翔貴
清水 啓輔 今井 駿世
白石 澄空 坂東 巧望
伊藤 遼河 中山 貴洋
渡辺 周馬 平良 伸晃
林 聖瑠 黒澤 孝太

立谷 純太郎 竜神 輝季

庄司 憲右 福嶋 晃介
池田 隼平 上田 翔貴
清水 啓輔 上場 雄也
白石 澄空 倉坂 正人
西村 晃一 中山 貴洋
永井 雄太 平良 伸晃
林 聖瑠 佐藤 亮太

立谷 純太郎 進藤 涼

庄司 憲右 上場 雄也
池田 隼平 倉坂 正人
中山 貴洋 佐藤 亮太
平良 伸晃 進藤 涼

上場 雄也 中山 貴洋
倉坂 正人 平良 伸晃

庄司 憲右 佐藤 亮太
池田 隼平 進藤 涼
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Match results
男子

14-21,25-23,15-10

38

Round 1

winner#1 2-0 21-18,21-15 41

0-2 13-21,12-21 30

 Quarterfinals 

5 13:48 Seed1 vs

7 15:28 Seed3 vs

6 14:45 winner#2 vs Seed4

33

winner#3 1-2 21-17,19-21,14-16 60

21-13,21-13 36

8 16:40 winner#4 vs Seed2 0-2 15-21,13-21

21-15,15-21,11-15 49

Semi-finals 

9 9:00 winner#5 vs winner#6 2-0

2-0 21-13,21-11 33

10 10:00 winner#7 vs winner#8 1-2

winner#10 2-0 21-15,21-12 34

 Final 3rd place

11 11:30 Loser#9 vs Loser#10

2022/8/21

※NOは試合順ではありません。

 Final 1st place

12 12:30 winner#9 vs


