
第36回ビーチバレージャパン予選結果 2022/8/11

Result time

#1 1 二宮 大和/石川 瀬那(神奈川①) vs. 48 Bye

9:00 1 #2 25 梶井 翼/金子 達哉(富山) vs. 24 高士 恵人/佐藤 雄斗(茨城)

9:35 2 #3 13 林 夢人/平石 大志(広島) vs. 36 吉田 寛/道本 祥宜(和歌山)

10:10 3 #4 37 出倉 卓/野口 隆祐(福井) vs. 12 小野寺 将克/後藤 圭将(千葉)

#5 #1敗者 Bye vs. #2敗者

10:45 4 #6 #3敗者 vs. #4敗者

11:20 5 #7 #1勝者 二宮 大和/石川 瀬那(神奈川①) vs. #2勝者

11:55 6 #8 #3勝者 vs. #4勝者

12:30 7 #9 #6勝者 vs. #7敗者

13:05 8 #10 #5勝者 vs. #8敗者

Result time

#11 2 関 寛之/詫間 悠(愛知) vs. 47 Bye

9:00 1 #12 26 渡邊 玲央/近江 大樹  (北海道・東北/宮城２) vs. 23 平城 諒太/岡田 舜(兵庫)

9:35 2 #13 14 立谷 純太郎/山澤 祐斗(福島) vs. 35 泉田 鎌/上村 駿(新潟)

10:10 3 #14 38 田中 聖士/佐藤 耕平(山梨) vs. 11 畑辺 純希/水島 健(栃木)

#15 #11敗者 Bye vs. #12敗者

10:45 4 #16 #13敗者 vs. #14敗者

11:20 5 #17 #11勝者 関 寛之/詫間 悠(愛知) vs. #12勝者

11:55 6 #18 #13勝者 vs. #14勝者

12:30 7 #19 #16勝者 vs. #17敗者

13:05 8 #20 #15勝者 vs. #18敗者

Result time

#21 3 佐藤 亮太/辰巳 遼(北海道) vs. 46 Bye

9:00 1 #22 27 甲斐 貴大/小畑 建人(福岡) vs. 22 石垣 浩太/金子 勝俊(埼玉)

9:35 2 #23 15 中山 辰彦/ｔａ ｙｌｏｒｈｉｇｇｓ(静岡) vs. 34 大橋 一仁/前田 洋平(滋賀)

10:10 3 #24 39 成田 耀/安井 元太(青森) vs. 10 宮本 隆太/藤森 択真(香川)

#25 #21敗者 Bye vs. #22敗者

10:45 4 #26 #23敗者 vs. #24敗者

11:20 5 #27 #21勝者 佐藤 亮太/辰巳 遼(北海道) vs. #22勝者

11:55 6 #28 #23勝者 vs. #24勝者

12:30 7 #29 #26勝者 vs. #27敗者

13:05 8 #30 #25勝者 vs. #28敗者

Result time

#31 4 山口 孝司/山口 和也(神奈川②) vs. 45 Bye

9:00 1 #32 28 小森 優希/副島 慶太(佐賀) vs. 21 越智 正己/丹澤 耕平(四国/徳島２)

9:35 2 #33 16 渡辺 有人/中谷 祐至(鹿児島) vs. 33 橋本 隆行/前地 克彦(奈良)

10:10 3 #34 40 阿波根 昌司/橋 知宏(沖縄) vs. 9 伊吹 政人/市川 慶祐(岐阜)

#35 #31敗者 Bye vs. #32敗者

10:45 4 #36 #33敗者 vs. #34敗者

11:20 5 #37 #31勝者 山口 孝司/山口 和也(神奈川②) vs. #32勝者

11:55 6 #38 #33勝者 vs. #34勝者

12:30 7 #39 #36勝者 vs. #37敗者

13:05 8 #40 #35勝者 vs. #38敗者

Result time

9:00 1 #41 5 黒澤 孝太/福嶋 晃介(東京都) vs. 44 井上 大樹/浅岡 遥太(岩手)

9:35 2 #42 29 江口 育/菊池 瑛斗(山形) vs. 20 中山 貴洋/原田 真緒(群馬)

10:10 3 #43 17 根来 誠也/内田 金盛川(京都府) vs. 32 河野 颯斗/小形 隼一(九州/佐賀２)

10:45 4 #44 41 大野 泰平/福崎 海凪(九州/福岡２) vs. 8 狩野 僚太/平井 学(宮城)

11:20 5 #45 #41敗者 vs. #42敗者

11:55 6 #46 #43敗者 vs. #44敗者

12:30 7 #47 #41勝者 vs. #42勝者

13:05 8 #48 #43勝者 vs. #44勝者

13:40 9 #49 #46勝者 vs. #47敗者

14:15 10 #50 #45勝者 vs. #48敗者

Result time

9:00 1 #51 6 和田 信二/島袋 康隆(大阪府) vs. 43 藤目 海斗/藤目 龍之介(徳島)

9:35 2 #52 30 宮本 健司/谷野 泰弘(石川) vs. 19 高橋 功憲/宮川 武(中国/広島２)

10:10 3 #53 18 甲斐 俊丞/中嶋 誠司(宮崎) vs. 31 上條 亮輔/佐藤 佑樹(長野)

10:45 4 #54 42 内間 一光/加茂 寿耶(九州/沖縄２) vs. 7 越智 勇斗/森 優樹(愛媛)

11:20 5 #55 #51敗者 vs. #52敗者

11:55 6 #56 #53敗者 vs. #54敗者

12:30 7 #57 #51勝者 vs. #52勝者

13:05 8 #58 #53勝者 vs. #54勝者

13:40 9 #59 #56勝者 vs. #57敗者

14:15 10 #60 #55勝者 vs. #58敗者
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