
Ｎｏ． 日付 コート 時間 スコア

#20 9月25日 1 14:30 W#17 29 W#18 30

#19 9月25日 2 11:30 L#17 L#18

#18 9月25日 2 10:00 w#15 庄司 憲右 池田 隼平 W#16 平良 伸晃 渡辺 周馬 

#17 9月25日 1 10:00 W#13 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン W#14 白鳥 勝浩 永井 雄太

#16 9月24日 1 16:00 2位 平良 伸晃 渡辺 周馬 B1位 黒川 魁 福嶋 晃介 2(21-13,16-21,15-13)1

#15 9月24日 2 16:00 C1位 関 寛之 詫間 悠 2位 庄司 憲右 池田 隼平 0(19-21,19-21)2

#14 9月24日 2 15:00 2位 白鳥 勝浩 永井 雄太 D1位 二宮 大和 石川 瀬那 2(24-22,16-21,15-8)1

#13 9月24日 1 15:00 A1位 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン 2位 西村 晃一 佐藤 亮太 2(21-18,21-17)0

#12 9月23日 2 15:00 Seed4 二宮 大和 石川 瀬那 Seed5 西村 晃一 佐藤 亮太 2(21-16,31-33,15-7)1

#11 9月24日 2 11:00 Seed5 西村 晃一 佐藤 亮太 Seed12 山口 孝司 山口 和也 2(22-20,27-25)0

#10 9月23日 2 11:00 Seed4 二宮 大和 石川 瀬那 Seed12 山口 孝司 山口 和也 2(21-19,21-13)0

#9 9月23日 2 16:00 Seed3 白鳥 勝浩 永井 雄太 Seed6 関 寛之 詫間 悠 0(13-21,19-21)2

#8 9月24日 2 12:00 Seed6 関 寛之 詫間 悠 Seed11 伊藤 遼河 坂東 巧望 2(21-12,21-10)0

#7 9月23日 2 12:00 Seed3 白鳥 勝浩 永井 雄太 Seed11 伊藤 遼河 坂東 巧望 2(21-17,21-13)0

#6 9月23日 1 16:00 Seed2 庄司 憲右 池田 隼平 Seed7 黒川 魁 福嶋 晃介 1(27-25,14-21,10-15)2

#5 9月24日 1 12:00 Seed7 黒川 魁 福嶋 晃介 Seed10 小島 利治 進藤 涼 2(21-23,21-14,15-7)1

#4 9月23日 1 12:00 Seed2 庄司 憲右 池田 隼平 Seed10 小島 利治 進藤 涼 2(21-8,21-15)0

#3 9月23日 1 15:00 Seed1 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン Seed8 平良 伸晃 渡辺 周馬 2(21-17,22-20)0

#2 9月24日 1 11:00 Seed8 平良 伸晃 渡辺 周馬 Seed9 上田 翔貴 高橋 太 2(21-19,21-15)0

#1 9月23日 1 11:00 Seed1 石島 雄介 黒川 寛輝ディラン Seed9 上田 翔貴 高橋 太 2(21-17,21-12)0
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Ｎｏ． 日付 コート 時間 スコア

#20 9月25日 1 13:30 W#17 29 W#18 30

#19 9月25日 1 11:30 L#17 L#18

#18 9月25日 2 9:00 W#15 松本 恋 松本 穏 W#16 柴 麻美 西堀 健実

#17 9月25日 1 9:00 W#13 橋本 涼加 村上 礼華 W#14 幅口 絵里香 中川 知香

#16 9月24日 1 14:00 2位 衣笠 乃愛 菊地 真結 B1位 柴 麻美 西堀 健実 0(12-21,18-21)2

#15 9月24日 2 14:00 C1位 松本 恋 松本 穏 2位 樫原 美陽 浦田 景子 2(21-14,21-10)0

#14 9月24日 2 13:00 2位 幅口 絵里香 中川 知香 D1位 伊藤 桜 野口 彩陽 2(13-21,21-19,15-13)1

#13 9月24日 1 13:00 A1位 橋本 涼加 村上 礼華 2位 藤井 桜子 村上 めぐみ 2(21-11,21-7)0

#12 9月23日 2 13:00 Seed4 藤井 桜子 村上 めぐみ Seed5 伊藤 桜 野口 彩陽 0(19-21,15-21)2

#11 9月24日 2 9:00 Seed5 伊藤 桜 野口 彩陽 Seed12 宮川 紗麻亜 松村 美由紀 2(21-15,21-19)0

#10 9月23日 2 9:00 Seed4 藤井 桜子 村上 めぐみ Seed12 宮川 紗麻亜 松村 美由紀 2(21-14,21-15)0

#9 9月23日 1 14:00 Seed3 松本 恋 松本 穏 Seed6 坂本 実優 沢目 繭 2(21-17,21-19)0

#8 9月24日 2 10:00 Seed6 坂本 実優 沢目 繭 Seed11 幅口 絵里香 中川 知香 0(20-22,16-21)2

#7 9月23日 2 10:00 Seed3 松本 恋 松本 穏 Seed11 幅口 絵里香 中川 知香 2(21-14,21-12)0

#6 9月23日 2 14:00 Seed2 柴 麻美 西堀 健実 Seed7 坪内 紫苑 藪見 真歩 2(21-10,21-13)0

#5 9月24日 1 10:00 Seed7 坪内 紫苑 藪見 真歩 Seed10 樫原 美陽 浦田 景子 1(21-19,11-21,12-15)2

#4 9月23日 1 10:00 Seed2 柴 麻美 西堀 健実 Seed10 樫原 美陽 浦田 景子 2(21-11,21-9)0

#3 9月23日 1 13:00 Seed1 橋本 涼加 村上 礼華 Seed8 本村 嘉菜 酒井 春海 2(21-18,21-16)0

#2 9月24日 1 9:00 Seed8 本村 嘉菜 酒井 春海 Seed9 衣笠 乃愛 菊地 真結 1(13-21,21-18,10-15)2

#1 9月23日 1 9:00 Seed1 橋本 涼加 村上 礼華 Seed9 衣笠 乃愛 菊地 真結 2(21-15,21-18)0
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