
選手権シングルス2019

日曜日 15 9 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 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32

シニア男子シングルス

R16 一般女子シングルス  QF 一般女子シングルス  QF 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32

              

笠間章之 井波忠夫 後藤颯志 河井顕憲 [3] 福田透生 小倉裕太 丸山　裕司 森田明日香 川手麻由 舘　毅晃 中村吉延 [8] 矢葺　勝 小泉公彦 山村秀之輔

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

山中貴裕 北川　薫 村上稜真 [7] 藤沢日向 舘　圭一 徳丸達也 坂井祐一 前田柚葉 石黒由那萌 西村壮一 [6] 出村正宏 古瀬　楓 北井　翔 山口大輔 [4]

              

              

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 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32 一般男子シングルス  R32
ｺﾝｿﾚ

シニア男子シングルス  QF 一般女子シングルス  SF 一般女子シングルス  SF

シニア男子シングルス

QF

シニア男子シングルス

QF

シニア男子シングルス

QF
ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ

           

姫野高幸 [1] 義本慎也 [5] 山形祐樹 川合海斗 吉本卓矢 松下昭義 辰田佳子 [1] 若林邦夫 瀬戸栄松 北田幸彦  

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

雨森匡哉 得田大地 松井裕治 村上成人 [2] 奥野礼子 [2] 上野　章 打越伸一 渡辺聖司  

         

            

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

3 ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ   

  

  

  

  

  

  

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

4 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 一般男子シングルス  R16 シニア男子シングルス  SF

シニア男子シングルス

SF

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

          

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

5 一般男子シングルス  QF 一般男子シングルス  QF 一般男子シングルス  QF 一般男子シングルス  QF
ｺﾝｿﾚ ｺﾝｿﾚ

一般女子シングルス  Final
ｺﾝｿﾚ

シニア男子シングルス

Final
ｺﾝｿﾚ

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

      

  Followed by Followed by Followed by Followed by

6   一般男子シングルス  SF 一般男子シングルス  SF

  

  

  vs. vs.

  

  

    

  Followed by Followed by Followed by Followed by

6   一般男子シングルス  Final

  

  

  vs.

  

  

   

    

    

    

    

    

    


