
B級シングルス2019

日曜日 06 10 2019
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00 Starting at 10:00

1 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス  R64 Ｂ級・男子・シングルス  R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス  R64 Ｂ級・男子・シングルス  R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64

              

齊田 有孝 田上徹弥 坂口  哲司 松田英樹 米田　光 越智 将太 渡部　克昌 宮田幸恒 小林侑司 花島　正裕 松本  大樹 高塚  宏 済田耕祐 山田　浩司

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

仲川　亮 辻 英一朗 荒井　修平 玉田 修 出村　正宏 久保田文也 道上哲也 北本　貴樹 岩本恵一 梶野正倫 林　伸明 野田　英暁 永山翔也 小林　勉

              

              

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

2 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス   R64 Ｂ級・男子・シングルス  R64 Ｂ級・男子・シングルス  R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス  R32 Ｂ級・男子・シングルス  R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32

         越智 将太 渡部　克昌 小林侑司   

澤田 優 北川　薫 小林  武政 岩田　悠 田尻光一 佐伯　敦 北井翔 萬正晋司 中出　明 or 久保田文也 or 道上哲也 or 岩本恵一 北元 誠 福田　透生

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.

二羽裕樹 井上恵太 山中貴裕 藤沢　日向 齊田 有孝 田上徹弥 坂口 哲司 松田英樹 米田　光 白藤康一 宮田幸恒 吉野　友祐 花島　正裕 松本 大樹

    or 仲川　亮 or 辻 英一朗 or 荒井　修平 or 玉田 修 or 出村　正宏  or 北本　貴樹  or 梶野正倫 or 林　伸明

              

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by    Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by

3 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32 Ｂ級・男子・シングルス  R32 Ｂ級・男子・シングルス  R32 Ｂ級・男子・シングルス   R32    ビギナー・男子・シングルス   QF ビギナー・男子・シングルス   QF ビギナー・男子・シングルス   QF ビギナー・女子・シングルス   RR1 ビギナー・女子・シングルス   RR1

高塚 宏 済田耕祐  北川　薫 小林 武政          

or 野田　英暁 or 永山翔也 濱中光雄 or 井上恵太 or 山中貴裕 藤田 昭幸    新　尚也 坂部　哲治 瀬戸　栄松 恩地尚代 大形　美穂子

vs. vs. vs. vs. vs. vs.    vs. vs. vs. vs. vs.

前田　亮介 山田　浩司 澤田 優 吉本和弥 鳴海 慶輔 岩田　悠    武　克樹 麻田　蒼空 阿部  洋 笠間眞理 新屋悦子

 or 小林　勉 or 二羽裕樹   or 藤沢　日向         

              

          Followed by Followed by Followed by Followed by

4           ビギナー・男子・シングルス   SF ビギナー・男子・シングルス   SF ビギナー・女子・シングルス   RR2 ビギナー・女子・シングルス   RR2

          新　尚也 瀬戸　栄松   

          or 武　克樹 or 阿部  洋 大形　美穂子 笠間眞理

          vs. vs. vs. vs.

          坂部　哲治 大坂　樹希 恩地尚代 新屋悦子

          or 麻田　蒼空    

              

Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by Followed by    Followed by Followed by Followed by

5 Ｂ級・男子・シングルス   R16 Ｂ級・男子・シングルス   R16 Ｂ級・男子・シングルス   R16 Ｂ級・男子・シングルス  R16 Ｂ級・男子・シングルス  R16 Ｂ級・男子・シングルス   R16 Ｂ級・男子・シングルス   R16 Ｂ級・男子・シングルス  R16    ビギナー・男子・シングルス   Final ビギナー・女子・シングルス   RR3 ビギナー・女子・シングルス   RR3

田尻光一 北井翔 中出　明 ?? 北元 誠 ?? 濱中光雄 ??    ??   

or ?? or ?? or ?? or ?? or ?? or 前田　亮介 or ?? or 鳴海  慶輔    or ?? 大形　美穂子 恩地尚代

vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.    vs. vs. vs.

佐伯　敦 萬正晋司 ?? ?? 福田　透生 ?? ?? 藤田 昭幸    ?? 笠間眞理 新屋悦子

or ?? or ?? or 白藤康一 or 吉野　友祐 or ?? or ?? or 吉本和弥 or ??    or 大坂　樹希   

              

Followed by Followed by Followed by Followed by           

6 Ｂ級・男子・シングルス   QF Ｂ級・男子・シングルス   QF Ｂ級・男子・シングルス   QF Ｂ級・男子・シングルス  QF           

?? ?? ?? ??           

or ?? or ?? or ?? or ??           

vs. vs. vs. vs.           

?? ?? ?? ??           

or ?? or ?? or ?? or ??           

              

Followed by Followed by             

7 Ｂ級・男子・シングルス   SF Ｂ級・男子・シングルス   SF             

?? ??             

or ?? or ??             

vs. vs.             

?? ??             

or ?? or ??             

              

Followed by              

8 Ｂ級・男子・シングルス   Final              

??              

or ??              

vs.              

??              

or ??              

              


