
B級ダブルス2019

日曜日 27 10 2019
No.01 No.02 No.03 No.04 No.05 No.06 No.07 No.08 No.09 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14

1 女子・Ｂ級・ダブルス  R16 女子・Ｂ級・ダブルス  R16 女子・Ｂ級・ダブルス  R16 女子・Ｂ級・ダブルス  R16 女子・Ｂ級・ダブルス  R16 女子・Ｂ級・ダブルス  R16 女子・ビギナー・ダブルス  RR1 男子・Ｂ級・ダブルス  R64 男子・Ｂ級・ダブルス  R64 男子・Ｂ級・ダブルス  R64 男子・Ｂ級・ダブルス  R64 男子・Ｂ級・ダブルス  R64 男子・Ｂ級・ダブルス  R64 男子・ビギナー・ダブルス  RR1

川崎杏子 / 梅田ひかり / 清本三和永 / 奥野礼子 / 河原万恵 / 中田　樹里 / 中川　幸恵 / 中川 直樹 / 瀧本英之 / 吉本和弥 / 宮崎洋輔 / 成實 正浩 / 井上 和行 / 山内満弘 /

能登亜希穂 辻田ひとみ 道下さつき 左藤ゆり子 笠間眞理 北山　結 横山　梨絵 稲泉 聡 辻川哲也 田上徹弥 瀧上翔平 松本 大樹 曽根 康彦 辻均

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

越能　幸子 / 向真紀 / 東恵子 / 四辻 奈津子 / 日下部友貴 / 七浦昌子 / 東崎美香 / 中野翔太 / 森田  暁 / 前田亮介 / 干場 忠吉 / 太田利明 / 篠田  慧 / 大坂樹希 /

高島　恭子 水本梨絵 高野希美子 寺井香代 直江千景 早瀬佳代 河瀬登史子 矢葺勝 織田 恵績 藤澤日向 林 克則 越智将太 表  智也 武克樹

              

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 女子・Ｂ級・ダブルス  QF 女子・Ｂ級・ダブルス  QF 女子・Ｂ級・ダブルス  QF 女子・Ｂ級・ダブルス  QF 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32

川崎杏子 +能登亜希穂 梅田ひかり +辻田ひとみ 奥野礼子 +左藤ゆり子 島崎亜希子 / 中川 直樹 +稲泉 聡 田中　功一 / 徳丸 達也 / 瀧本英之 +辻川哲也 水越太一 / 北元誠 / 吉本和弥 +田上徹弥 池村大輔 / 渡辺司 / 岩田悠 /

or 越能　幸子 +高島　恭子 or 向真紀 +水本梨絵 or 四辻 奈津子 +寺井香代 河原美貴 or 中野翔太 +矢葺勝 酢野　耕造 持田 有将 or 森田  暁 +織田 恵績 竹内悠 東和輝 or 前田亮介 +藤澤日向 滑田詔太 渡辺翔太 永山翔也

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

南和江 / 清本三和永 +道下さつき 河原万恵 +笠間眞理 中田　樹里 +北山　結 勝見 広志 / 亀田尚希 / 東 雅彦 / 諸井颯人 / 福田透生 / 北山　葵 / 中田光信 / 佐藤秀典 / 宮崎洋輔 +瀧上翔平 今井祐輔 /

橋場りえ or 東恵子 +高野希美子 or 日下部友貴 +直江千景 or 七浦昌子 +早瀬佳代 明正 和弘 宮本薪 西田孝治 谷内　知春 麻田蒼空 高橋　大輝 金森久貴 村　武史 or 干場 忠吉 +林 克則 堀田裕樹

              

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

3 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 女子・ビギナー・ダブルス  RR2 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子・Ｂ級・ダブルス  R32 男子コンソレ 男子・ビギナー・ダブルス  RR2

     中田久美子 / 村崎巧弥 / 小川　敦士 / 本田陸人 / 角正樹 / 出村　正宏 / 久保田文也 /  済田耕祐 /

     竹田真理子 池田好成 斉藤　正彦 竹田廉翔 谷口貴志 堀岡　伸吾 二羽裕樹  高森和希

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

     中川　幸恵 / 奥　浩章 / 松島光翼 / 成實 正浩 +松本 大樹 萬正　晋司 / 小林 武政 / 井上 和行 +曽根 康彦  山内満弘 /

     横山　梨絵 岩本恵一 梶野正倫 or 太田利明 +越智将太 金森　遊学 瀧口 浩平 or 篠田  慧 +表  智也  辻均

              

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

4 女子・Ｂ級・ダブルス  SF 女子・Ｂ級・ダブルス  SF 女子コンソレ 女子コンソレ 女子コンソレ 女子コンソレ 男子・Ｂ級・ダブルス  R16 男子・Ｂ級・ダブルス  R16 男子・Ｂ級・ダブルス  R16 男子・Ｂ級・ダブルス  R16 男子・Ｂ級・ダブルス  R16 男子・Ｂ級・ダブルス  R16 男子・Ｂ級・ダブルス  R16 男子・Ｂ級・ダブルス  R16

    ?? 徳丸 達也 +持田 有将 水越太一 +竹内悠 ?? 渡辺司 +渡辺翔太 村崎巧弥 +池田好成 本田陸人 +竹田廉翔 出村　正宏 +堀岡　伸吾

    or 勝見 広志 +明正 和弘 or 東 雅彦 +西田孝治 or 福田透生 +麻田蒼空 or 中田光信 +金森久貴 or ?? or 奥　浩章 +岩本恵一 or ?? or 小林 武政 +瀧口 浩平

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

    田中　功一 +酢野　耕造 ?? 北元誠 +東和輝 池村大輔 +滑田詔太 岩田悠 +永山翔也 小川　敦士 +斉藤　正彦 角正樹 +谷口貴志 久保田文也 +二羽裕樹

    or 亀田尚希 +宮本薪 or 諸井颯人 +谷内　知春 or 北山　葵 +高橋　大輝 or 佐藤秀典 +村　武史 or 今井祐輔 +堀田裕樹 or 松島光翼 +梶野正倫 or 萬正　晋司 +金森　遊学 or ??

              

     Followed by        Followed by

5 女子コンソレ 女子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 女子・ビギナー・ダブルス  RR3 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子・ビギナー・ダブルス  RR3

     中田久美子 /        済田耕祐 /

     竹田真理子        高森和希

     vs.        vs.

     東崎美香 /        大坂樹希 /

     河瀬登史子        武克樹

              

Followed by      Followed by Followed by Followed by Followed by     

6 女子・Ｂ級・ダブルス  Final 女子コンソレ決勝    男子・Ｂ級・ダブルス  QF 男子・Ｂ級・ダブルス  QF 男子・Ｂ級・ダブルス  QF 男子・Ｂ級・ダブルス  QF 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ 男子コンソレ

         

         

vs.      vs. vs. vs. vs.     

         

         

              

      Followed by Followed by       

7       男子・Ｂ級・ダブルス  SF 男子・Ｂ級・ダブルス  SF 男子コンソレ 男子コンソレ

            

            

      vs. vs.       

            

            

              

      Followed by        

8       男子・Ｂ級・ダブルス  Final  男子コンソレ決勝      

             

             

      vs.        

             

             

              


