
第36回ビーチバレージャパン決勝トーナメント
マッチスケジュール【暫定】

2022/8/12現在

8:00 1 1回戦 #61 seed1 石島 雄介/黒川 寛輝ディラン 推薦1 vs. seed32 高士 恵人/佐藤 雄斗 茨城

8:30 2 1回戦 #64 seed25 根来 誠也/内田 金盛川 京都 vs. seed8 藤木 陽斗/高坂 仁
推薦8/高校

代表

9:00 3 1回戦 #68 seed29 橋本 隆行/前地 克彦 奈良 vs. seed4 長谷川 徳海/倉坂 正人 推薦4

9:30 4 1回戦 #65 seed5 永井 雄太/平良 伸晃 推薦5 vs. seed28 河野 颯斗/小形 隼一
九州/佐

賀２

10:00 5 1回戦 #76 seed31 渡邊 玲央/近江 大樹
北海道・東北

/宮城２ vs. seed2 白鳥 勝浩/上場 雄也 推薦2

10:30 6 1回戦 #73 seed7 上田 翔貴/高橋 太
推薦7/大学

代表 vs. seed26 越智 勇斗/森 優樹 愛媛

11:00 7 1回戦 #69 seed3 庄司 憲右/池田 隼平 推薦3 vs. seed30 大橋 一仁/前田 洋平 滋賀

11:30 8 1回戦 #72 seed27 宮本 健司/谷野 泰弘 石川 vs. seed6 髙橋 巧/古田 史郎 推薦6

12:00 9 2回戦 #77 winner#61 vs. winner#62

12:30 10 2回戦 #80 winner#67 vs. winner#68

13:00 11 2回戦 #84 winner#75 vs. winner#76

13:30 12 2回戦 #81 winner#69 vs. winner#70

14:00 13 準々決勝 #85 winner#77 vs. winner#78

14:30 14 準々決勝 #88 winner#83 vs. winner#84

15:00 15 準決勝 #89 winner#85 vs. winner#86

15:30 16 決勝 #92 winner#89 vs. winner#90

8:00 1 1回戦 #62 seed17 渡辺 有人/中谷 祐至 鹿児島 vs. seed16 狩野 僚太/平井 学 宮城

8:30 2 1回戦 #63 seed9 二宮 大和/石川 瀬那 神奈川① vs. seed24 伊吹 政人/市川 慶祐 岐阜

9:00 3 1回戦 #67 seed13 黒澤 孝太/福嶋 晃介 東京 vs. seed20 小野寺 将克/後藤 圭将 千葉

9:30 4 1回戦 #66 seed21 梶井 翼/金子 達哉 富山 vs. seed12 山口 孝司/山口 和也 神奈川②

10:00 5 1回戦 #75 seed15 甲斐 俊丞/中嶋 誠司 宮崎 vs. seed18 中山 辰彦/ｔａ ｙｌｏｒｈｉｇｇｓ 静岡

10:30 6 1回戦 #74 seed23 甲斐 貴大/小畑 建人 福岡 vs. seed10 関 寛之/詫間 悠 愛知

11:00 7 1回戦 #70 seed19 畑辺 純希/水島 健 栃木 vs. seed14 和田 信二/島袋 康隆 大阪

11:30 8 1回戦 #71 seed11 佐藤 亮太/辰巳 遼 北海道 vs. seed22 立谷 純太郎/山澤 祐斗 福島

12:00 9 2回戦 #78 winner#63 vs. winner#64

12:30 10 2回戦 #79 winner#65 vs. winner#66

13:00 11 2回戦 #83 winner#73 vs. winner#74

13:30 12 2回戦 #82 winner#71 vs. winner#72

14:00 13 準々決勝 #86 winner#79 vs. winner#80

14:30 14 準々決勝 #87 winner#81 vs. winner#82

15:00 15 準決勝 #90 winner#87 vs. winner#88

15:30 16 3位決定戦 #91 Loser#89 vs. Loser#90

8/14

8/14

Aコート

Ｂコート


