
JFBT 東北復興10年記念ビーチテニス大会

MD-本戦
Ra
nk 

1R 2R QF SF Final 勝者 
9 杉田 高章 [1] 

1 3 牧 篤矢 杉田 高章 [1] 
  牧 篤矢 

2  Bye   
 池田 光弘   

3  深沢 淳一郎   
 千葉 将喜   

4  熊谷 理仁   
    

5  Bye 大住 寛  
40 大住 寛 葛西 佑壱  

6  葛西 佑壱   
    

7  Bye 大平 悠成 [7]  
35 大平 悠成 [7] 木竜 泰生  

8 54 木竜 泰生   
12 坂田 康平 [3]   

9 21 堂本 拓央 坂田 康平 [3]  
  堂本 拓央  

10  Bye   
 中村 浩士   

11  熊谷 英敏 中村 浩士  
  熊谷 英敏  

12  Bye   
 Augustin Anh Khoa Lu   

13  佐藤 央基   
 斎藤 寛斗   

14  梅津 敬多朗   
    

15  Bye 中矢 潤 [8]  
 中矢 潤 [8] 田野岡 直人  

16 27 田野岡 直人   
29 宮坂 聡 [6]   

17 48 永重 隆弘 宮坂 聡 [6]  
  永重 隆弘  

18  Bye   
 益子 隆也   

19  菅野 智也   
 千葉 絢斗   

20  高橋 遼   
 田中 功   

21 31 秋山 拓也   
 佐藤 仁   

22  及川 徹   
    23  Bye 富岡 博之 [4]  
7 富岡 博之 [4] 川島 進  

24 37 川島 進   
53 佐藤 大地 [5]   

25 14 大塚 浩介 佐藤 大地 [5]  
  大塚 浩介  

26  Bye   
52 田口 裕之   

27  野口 欣彦 田口 裕之  
  野口 欣彦  

28  Bye   
 三浦 勝之   

29  山縣 健   
 小川 智大   

30  鹿嶋 寛英   
    

31  Bye 向井 康太郎 [2]  
25 向井 康太郎 [2] 山本 直晃  

32 1 山本 直晃  
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WD-本戦
Rank 1R QF SF Final 勝者 
3 中川 潮美 [1] 

1 6 牧 萌笑 中川 潮美 [1] 
  牧 萌笑 

2  Bye   
 石川 直美   

3  高山 亜矢子   
 小松 佳奈   

4  長尾 咲良   
37 岡野 友香 [3]   

5 10 辻本 有佳里 岡野 友香 [3]  
  辻本 有佳里  

6  Bye   
32 星 佳代子   

7 25 田中 愛子   
 木竜 万由佳   

8 23 長沼 絵里香   
 岩崎 真美   

9  東浦 佳奈   
47 小林 枝里香   

10 48 岩松 真紀   
    

11  Bye 星野 久瑠実 [4]  
40 星野 久瑠実 [4] 永重 朋子  

12 13 永重 朋子   
    

13  Bye 佐藤 由菜  

51 佐藤 由菜 
田中 アイーダひで
こ  

14 26 
田中 アイーダひで
こ   

    
15  Bye 庄司 明美 [2]  

22 庄司 明美 [2] 牧 ゆみ子  
16 11 牧 ゆみ子  
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XD-本戦

Ra
nk 1R 2R QF SF Final 勝者 

5 牧 篤矢 [1] 
1 8 牧 萌笑 牧 篤矢 [1] 

 牧 萌笑 
2  Bye   

36 鹿嶋 寛英   
3  高山 亜矢子   

13 山本 直晃   
4 後藤 久仁子   

 野口 欣彦   
5 1 中川 潮美   

堂本 拓央   
6 田中 愛子   

    
7  Bye 田口 裕之 [8]  

37 田口 裕之 [8] 岩松 真紀  
8 26 岩松 真紀   

2 大塚 浩介 [4]   
9 28 辻本 有佳里 大塚 浩介 [4]  

  辻本 有佳里  
10  Bye   

 梅津 敬多朗   
11  石川 直美   

 岩崎 保男   
12  岩崎 真美   

    
13  Bye 菅野 智也  

 菅野 智也 石川 泰子  
14  石川 泰子   

    
15  Bye 坂田 康平 [5]  

6 坂田 康平 [5] 星野 久瑠実  
16 34 星野 久瑠実   

17 向井 康太郎 [7]   
17 28 長沼 絵里香 向井 康太郎 [7]  

  長沼 絵里香  
18  Bye   

37 佐藤 大地   
19 38 小林 枝里香   

26 秋山 拓也   
20  東浦 佳奈   

    
21  Bye 杉浦 隆明  

 杉浦 隆明 大場 里緒  
22  大場 里緒   

    
23  Bye 杉田 高章 [3]  

15 杉田 高章 [3] 岡野 友香  
24 14 岡野 友香   

27 宮坂 聡 [6]   
25 14 庄司 明美 宮坂 聡 [6]  

  庄司 明美  
26  Bye   

 Augustin Anh Khoa Lu   
27  小松 佳奈   

 池田 光弘   
28 16 牧 ゆみ子   

 小川 智大   
29  畠山 映子   

 深沢 淳一郎   
30 39 佐藤 由菜   

    
31  Bye 富岡 博之 [2]  

1 富岡 博之 [2] 星 佳代子  
32 23 星 佳代子  

  


