
Greetings Youth Open 2021  - Under 11 - 

A1: 1st - 32nd B1: 1st - 16th C1: 1st -8th D1: Semi-final E1: Final 1st 

[1] 緑川ひまり (Greetings) [1] 緑川ひまり (Greetings) [1] 緑川ひまり (Greetings) [1] 緑川ひまり (Greetings) [1] 緑川ひまり (Greetings) [1] 緑川ひまり (Greetings)

11-0, 11-0, 11-1 11-2, 11-2, 11-4 11-3,11-6,11-9 11-6,11-3,9-11,11-3

2nd[Bye] [9/16] 佐藤颯介 (blueprint) [5/8] 鴫田和磨 (セントラル広島) [4] 疋田拓海 (セントラル広島) [3] 石原潤弥 (ティップネス宮崎台) [3] 石原潤弥 (ティップネス宮崎台)

A2: 1st - 32nd B2: 1st - 16th C2: 1st -8th D2: Semi-final E2: 3rd - 4th
3rd大谷怜海 (Greetings) [9/16] 小野凜介 (Cools) [5/8] 安井大朔 (TAC) [3] 石原潤弥 (ティップネス宮崎台) [4] 疋田拓海 (セントラル広島) [4] 疋田拓海 (セントラル広島)

0-11, 1-11, 0-11 10-12, 11-4, 10-12, 6-11 9-11, 10-12, 9-11 4-11,11-9,13-11,5-11,13-11 2-11,11-9,11-8

4th[9/16] 佐藤颯介 (blueprint) [5/8] 鴫田和磨 (セントラル広島) [4] 疋田拓海 (セントラル広島) [2] 小野陽大 (Cools) [2] 小野陽大 (Cools) [2] 小野陽大 (Cools)

A3: 1st - 32nd B3: 1st - 16th C3: 1st -8th D3: 5th - 8th E3: 5th - 6th
5th[9/16] 小野凜介 (Cools) [5/8] 安井大朔 (TAC) [3] 石原潤弥 (ティップネス宮崎台) [5/8] 鴫田和磨 (セントラル広島) [5/8] 安井大朔 (TAC) [5/8] 遊佐アレクサンダー (Greetings)

11-8, 12-10, 11-7 11-5, 11-3, 11-6 11-15 15-17

6th[Bye] [9/16] 大谷鷹山 (Greetings) [5/8] 遊佐アレクサンダー (Greetings) [5/8] 安井大朔 (TAC) [5/8] 遊佐アレクサンダー (Greetings) [5/8] 安井大朔 (TAC)

A4: 1st - 32nd B4: 1st - 16th C4: 1st -8th D4: 5th - 8th E4: 7th - 8th
7th[Bye] [9/16] 森寛人 (Cools) [5/8] 中村成希 (ティップネス宮崎台) [5/8] 遊佐アレクサンダー (Greetings) [5/8] 鴫田和磨 (セントラル広島) [5/8] 中村成希 (ティップネス宮崎台)

11-3, 11-6, 11-7 7-11, 5-11, 3-11 15-13 5-15

8th[5/8] 鴫田和磨 (セントラル広島) [4] 疋田拓海 (セントラル広島) [2] 小野陽大 (Cools) [5/8] 中村成希 (ティップネス宮崎台) [5/8] 中村成希 (ティップネス宮崎台) [5/8] 鴫田和磨 (セントラル広島)

A5: 1st - 32nd B5: 1st - 16th C5: 9th - 16th D5: 9th - 12th E5: 9th - 10th
9th[5/8] 安井大朔 (TAC) [3] 石原潤弥 (ティップネス宮崎台) [9/16] 佐藤颯介 (blueprint) [9/16] 小野凜介 (Cools) [9/16] 大谷鷹山 (Greetings) [9/16] 大谷鷹山 (Greetings)

11-0, 11-0, 11-0 2-11,3-11 9-11,6-11 11-1,11-9

10th[Bye] 川越奎 (Greetings) [9/16] 小野凜介 (Cools) [9/16] 大谷鷹山 (Greetings) [9/16] 安井陽俊 (TAC) [9/16] 安井陽俊 (TAC)

A6: 1st - 32nd B6: 1st - 16th C6: 9th - 16th D6: 9th - 12th E6: 11th - 12th
11th原田蒼主 (blueprint) [9/16] 網代瑛太 (鋸南クロススポーツクラブ) [9/16] 大谷鷹山 (Greetings) [9/16] 網代瑛太 (鋸南クロススポーツクラブ) [9/16] 小野凜介 (Cools) [9/16] 小野凜介 (Cools)

2-11, 1-11, 0-11 2-11, 4-11, 2-11 11-5, 9-11,11-5 2-11,11-6,5-11 17-15

12th[9/16] 大谷鷹山 (Greetings) [5/8] 遊佐アレクサンダー (Greetings) [9/16] 森寛人 (Cools) [9/16] 安井陽俊 (TAC) [9/16] 網代瑛太 (鋸南クロススポーツクラブ) [9/16] 網代瑛太 (鋸南クロススポーツクラブ)

A7: 1st - 32nd B7: 1st - 16th C7: 9th - 16th D7: 13th - 16th E7: 13th -14th
13th[9/16] 森寛人 (Cools) [5/8] 中村成希 (ティップネス宮崎台) [Special Bye] [9/16] 佐藤颯介 (blueprint) [9/16] 森寛人 (Cools) [9/16] 森寛人 (Cools)

11-2, 11-0, 11-0 11-3, 11-6, 11-4 W/O 3-15 15-10

14th大谷空澄 (Greetings) [9/16] 安井陽俊 (TAC) [9/16] 網代瑛太 (鋸南クロススポーツクラブ) [9/16] 森寛人 (Cools) [9/16] 西田恋菜 (Cools) [9/16] 西田恋菜 (Cools)

A8: 1st - 32nd B8: 1st - 16th C8: 9th - 16th D8: 13th - 16th E8: 15th - 16th
15th[Bye] [9/16] 西田恋菜 (Cools) [9/16] 安井陽俊 (TAC) [Special Bye] [9/16] 佐藤颯介 (blueprint) [9/16] 佐藤颯介 (blueprint)

1-11, 5-11, 0-11 11-4,14-12 W/O W/O

16th[4] 疋田拓海 (セントラル広島) [2] 小野陽大 (Cools) [9/16] 西田恋菜 (Cools) [9/16] 西田恋菜 (Cools) [Special Bye]

A9: 1st - 32nd B9: 17th -32nd C9: 17th - 24th D9: 17th - 20th E9: 17th - 18th
17th[3] 石原潤弥 (ティップネス宮崎台) [Bye] 大谷怜海 (Greetings) 大谷怜海 (Greetings) 原田蒼主 (blueprint) 原田蒼主 (blueprint)

1-11,0-11 12-10,11-8

18th[Bye] 大谷怜海 (Greetings) [Bye] 原田蒼主 (blueprint) 小嶋柚希 (Greetings) 小嶋柚希 (Greetings)

A10: 1st - 32nd B10: 17th -32nd C10: 17th - 24th D10: 17th - 20th E10: 19th - 20th
19th川越奎 (Greetings) [Bye] 原田蒼主 (blueprint) 川越奎 (Greetings) 大谷怜海 (Greetings) 川越奎 (Greetings)

W/O 11-0,11-5 7-11,4-11 11-15

20th[9/16] 伊藤徳久次 (Cools) [Bye] 大谷空澄 (Greetings) 小嶋柚希 (Greetings) 川越奎 (Greetings) 大谷怜海 (Greetings)

A11: 1st - 32nd B11: 17th -32nd C11: 17th - 24th D11: 21st - 24th E11: 19th - 20th
21st [9/16] 網代瑛太 (鋸南クロススポーツクラブ) [Bye] 川越奎 (Greetings) C9 Loser 大谷空澄 (Greetings) 大谷空澄 (Greetings)

(3/29 13:30  〜 14:30) W/O

[Bye] 原田蒼主 (blueprint) [Bye] 大谷空澄 (Greetings) [Bye]

A12: 1st - 32nd B12: 17th -32nd C12: 17th - 24th
[Bye] 大谷空澄 (Greetings) [Bye]

[5/8] 遊佐アレクサンダー (Greetings) [Bye] 小嶋柚希 (Greetings)

A13: 1st - 32nd B13: 17th -32nd
[5/8] 中村成希 (ティップネス宮崎台) [Bye]

[Bye] [Bye]

A14: 1st - 32nd B14: 17th -32nd
[Bye] [Bye]

[9/16] 安井陽俊 (TAC) [Bye]

A15: 1st - 32nd B15: 17th -32nd
[9/16] 西田恋菜 (Cools) [Bye]

11-1, 11-1, 11-1

小嶋柚希 (Greetings) [Bye]

A16: 1st - 32nd B16: 17th -32nd
[Bye] 小嶋柚希 (Greetings)

[2] 小野陽大 (Cools) [Bye]

※白枠の試合は、最終日の13時30分から14時30分の予定で、Best of 1 Gameでできる限りで行うという形式にさせていただきます。

※青の枠の試合はBest of 5 Games、青と白枠以外の試合はBest of 3 Gamesになります。



Greetings Youth Open 2021  - Under 15 - 

A1: 1st - 32nd B1: 1st - 16th C1: 1st -8th D1: Semi-final E1: Final 1st 

[1] 篠宮 尊 (鋸南クロススポーツクラブ) [1] 篠宮 尊 (鋸南クロススポーツクラブ) [1] 篠宮 尊 (鋸南クロススポーツクラブ) [5/8] 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台) [3/4] 牧野 廉 (Greetings) [3/4] 牧野 廉 (Greetings)

11-1, 11-3, 11-3 11-4, 5-11, 4-11, 4-11 11-2,11-3,11-4 11-5,11-8,11-6

2nd[Bye] [9/16] 桑原 杏奈 (ティップネス宮崎台) [5/8] 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台) [3/4] 牧野 廉 (Greetings) [2]仮屋園 舜策 (Greetings) [2]仮屋園 舜策 (Greetings)

A2: 1st - 32nd B2: 1st - 16th C2: 1st -8th D2: Semi-final E2: 3rd - 4th
3rd鴫田 和磨 (セントラル広島) [9/16] 鴫田 尚明 (セントラル広島) [5/8] 加納 成海 (Greetings) [3/4] 高橋 秀侑 (Greetings) [5/8] 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台) [3/4] 高橋 秀侑 (Greetings)

9-11, 0-11, 1-11 4-11, 0-11, 4-11 2-11, 2-11, 7-11 5-11,11-8,6-11,9-11 11-6,2-11,7-11

4th[9/16] 桑原 杏奈 (ティップネス宮崎台) [5/8] 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台) [3/4] 牧野 廉 (Greetings) [2]仮屋園 舜策 (Greetings) [3/4] 高橋 秀侑 (Greetings) [5/8] 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台)

A3: 1st - 32nd B3: 1st - 16th C3: 1st -8th D3: 5th - 8th E3: 5th - 6th
5th[9/16] 鴫田 尚明 (セントラル広島) [5/8] 加納 成海 (Greetings) [3/4] 高橋 秀侑 (Greetings) [1] 篠宮 尊 (鋸南クロススポーツクラブ) [5/8] 加納 成海 (Greetings) [5/8] 加納 成海 (Greetings)

11-5, 11-7, 4-11, 11-9 11-2, 11-1, 11-0 11-9, 9-11, 11-4, 11-9 12-15 16-14

6th緑川 ひまり (Greetings) 石原潤弥(ティップネス宮崎台) [5/8] 池田 到真 (Greetings) [5/8] 加納 成海 (Greetings) [5/8] 池田 到真 (Greetings) [5/8] 池田 到真 (Greetings)

A4: 1st - 32nd B4: 1st - 16th C4: 1st -8th D4: 5th - 8th E4: 7th - 8th
7th大谷 鷹山 (Greetings) [9/16] 伊藤 啓太 (鋸南クロススポーツクラブ)[9/16] 橘 和花 (SQ-CUBE横浜) [5/8] 池田 到真 (Greetings) [1] 篠宮 尊 (鋸南クロススポーツクラブ) [1] 篠宮 尊 (鋸南クロススポーツクラブ)

0-11, 1-11, 0-11 3-11, 3-11, 1-11 1-11, 1-11, 2-11 15-8 15-7

8th[5/8] 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台) [3/4] 牧野 廉 (Greetings) [2]仮屋園 舜策 (Greetings) [9/16] 橘 和花 (SQ-CUBE横浜) [9/16] 橘 和花 (SQ-CUBE横浜) [9/16] 橘 和花 (SQ-CUBE横浜)

A5: 1st - 32nd B5: 1st - 16th C5: 9th - 16th D5: 9th - 12th E5: 9th - 10th
9th[5/8] 加納 成海 (Greetings) [3/4] 高橋 秀侑 (Greetings) [9/16] 桑原 杏奈 (ティップネス宮崎台) [9/16] 桑原 杏奈 (ティップネス宮崎台) [9/16] 伊藤 啓太 (鋸南クロススポーツクラブ) [9/16] 伊藤 啓太 (鋸南クロススポーツクラブ)

11-3, 11-1, 11-2 11-6, 11-1, 11-6 11-13,11-5,11-3 11-6,8-11,5-11 11-13,11-4,11-6

10th川尻 晃太郎 (Greetings) [9/16] 中島 晶 (ティップネス宮崎台) [9/16] 鴫田 尚明 (セントラル広島) [9/16] 伊藤 啓太 (鋸南クロススポーツクラブ)[9/16] 横山 颯 (ティップネス宮崎台) [9/16] 横山 颯 (ティップネス宮崎台)

A6: 1st - 32nd B6: 1st - 16th C6: 9th - 16th D6: 9th - 12th E6: 11th - 12th
11th石原潤弥(ティップネス宮崎台) [9/16] 横山 颯 (ティップネス宮崎台) 石原潤弥(ティップネス宮崎台) [9/16] 横山 颯 (ティップネス宮崎台) [9/16] 桑原 杏奈 (ティップネス宮崎台) [9/16] 森 悠人 (Cools)

10-12, 12-10, 11-8, 11-7 0-11, 2-11, 2-11 4-11,5-11 12-10,11-3 10-15

12th[9/16] 荒瀬 優唯 (セントラル広島) [5/8] 池田 到真 (Greetings) [9/16] 伊藤 啓太 (鋸南クロススポーツクラブ)[9/16] 森 悠人 (Cools) [9/16] 森 悠人 (Cools) [9/16] 桑原 杏奈 (ティップネス宮崎台)

A7: 1st - 32nd B7: 1st - 16th C7: 9th - 16th D7: 13th - 16th E7: 13th -14th
13th[9/16] 伊藤 啓太 (鋸南クロススポーツクラブ)金澤 咲季 (Cools) [9/16] 中島 晶 (ティップネス宮崎台) [9/16] 鴫田 尚明 (セントラル広島) 石原潤弥(ティップネス宮崎台) [9/16] 中島 晶 (ティップネス宮崎台)

11-3, 11-1, 11-4 1-11, 0-11, 1-11 11-6,8-11,9-11 9-15 7-15

14th安井 大朔  (TAC) [9/16] 橘 和花 (SQ-CUBE横浜) [9/16] 横山 颯 (ティップネス宮崎台) 石原潤弥(ティップネス宮崎台) [9/16] 中島 晶 (ティップネス宮崎台) 石原潤弥(ティップネス宮崎台)

A8: 1st - 32nd B8: 1st - 16th C8: 9th - 16th D8: 13th - 16th E8: 15th - 16th
15th金澤 咲耶 (Cools) [9/16] 森 悠人 (Cools) 金澤 咲季 (Cools) [9/16] 中島 晶 (ティップネス宮崎台) [9/16] 鴫田 尚明 (セントラル広島) [9/16] 鴫田 尚明 (セントラル広島)

5-11, 3-11, 5-11 1-11, 2-11, 3-11 1-11,0-11 15-3 15-3

16th[3/4] 牧野 廉 (Greetings) [2]仮屋園 舜策 (Greetings) [9/16] 森 悠人 (Cools) 金澤 咲季 (Cools) 金澤 咲季 (Cools) 金澤 咲季 (Cools)

A9: 1st - 32nd B9: 17th -32nd C9: 17th - 24th D9: 17th - 20th E9: 17th - 18th
17th[3/4] 高橋 秀侑 (Greetings) [Bye] 鴫田 和磨 (セントラル広島) 緑川 ひまり (Greetings) 緑川 ひまり (Greetings) 緑川 ひまり (Greetings)

11-2, 11-4, 11-2 1-11,1-11 16-14,11-7 11-7,11-6

18th江木 綾音 (Greetings) 鴫田 和磨 (セントラル広島) 緑川 ひまり (Greetings) [9/16] 荒瀬 優唯 (セントラル広島) 中村 泰雅 (Blueprint) 中村 泰雅 (Blueprint)

A10: 1st - 32nd B10: 17th -32nd C10: 17th - 24th D10: 17th - 20th E10: 19th - 20th
19th安井 陽俊 (TAC) 緑川 ひまり (Greetings) [9/16] 荒瀬 優唯 (セントラル広島) 中村 泰雅 (Blueprint) [9/16] 荒瀬 優唯 (セントラル広島) [9/16] 荒瀬 優唯 (セントラル広島)

2-11, 4-11, 0-11 11-5, 11-7 11-1,11-8 8-11,11-6,11-9 15-12

20th[9/16] 中島 晶 (ティップネス宮崎台) 大谷 鷹山 (Greetings) 安井 大朔  (TAC) 疋田 拓海 (セントラル広島) 疋田 拓海 (セントラル広島) 疋田 拓海 (セントラル広島)

A11: 1st - 32nd B11: 17th -32nd C11: 17th - 24th D11: 21st - 24th E11: 21st - 22nd
21st [9/16] 横山 颯 (ティップネス宮崎台) 川尻 晃太郎 (Greetings) 安井 陽俊 (TAC) 鴫田 和磨 (セントラル広島) 安井 大朔  (TAC) 中村 成希 (ティップネス宮崎台)

11-2, 11-6, 11-4 4-11, 1-11 2-11,9-11 5-15 10-15

22nd遊佐 アレクサンダー (Greetings) [9/16] 荒瀬 優唯 (セントラル広島) 中村 泰雅 (Blueprint) 安井 大朔  (TAC) 中村 成希 (ティップネス宮崎台) 安井 大朔  (TAC)

A12: 1st - 32nd B12: 17th -32nd C12: 17th - 24th D12: 21st - 24th E12: 23rd - 24th
23rd中村 泰雅 (Blueprint) 安井 大朔  (TAC) 中村 成希 (ティップネス宮崎台) 安井 陽俊 (TAC) 鴫田 和磨 (セントラル広島) 安井 陽俊 (TAC)

1-11, 0-11, 3-11 11-0, 11-2 8-11,3-11 4-15 11-15

24th[5/8] 池田 到真 (Greetings) 金澤 咲耶 (Cools) 疋田 拓海 (セントラル広島) 中村 成希 (ティップネス宮崎台) 安井 陽俊 (TAC) 鴫田 和磨 (セントラル広島)

A13: 1st - 32nd B13: 17th -32nd C13: 25th - 32nd D13: 25th -28th E13: 25th - 26th
25th[5/8] 伊藤 亘汰郎 (ティップネス宮崎台) 江木 綾音 (Greetings) [Bye] 大谷 鷹山 (Greetings) 大谷 鷹山 (Greetings) 大谷 鷹山 (Greetings)

W/O 9-11, 6-11 11-4,11-3 7-11,11-3,12-10

26th金澤 咲季 (Cools) 安井 陽俊 (TAC) 大谷 鷹山 (Greetings) 金澤 咲耶 (Cools) 遊佐 アレクサンダー (Greetings) 遊佐 アレクサンダー (Greetings)

A14: 1st - 32nd B14: 17th -32nd C14: 25th - 32nd D14: 25th -28th E14: 27th - 28th
27th中村 成希 (ティップネス宮崎台) 遊佐 アレクサンダー (Greetings) 川尻 晃太郎 (Greetings) 遊佐 アレクサンダー (Greetings) 金澤 咲耶 (Cools) 金澤 咲耶 (Cools)

2-11, 6-11, 2-11 6-11, 9-11 7-11,3-11 11-7,11-4 15-7

28th[9/16] 橘 和花 (SQ-CUBE横浜) 中村 泰雅 (Blueprint) 金澤 咲耶 (Cools) 金澤 咲季 (Cools) 金澤 咲季 (Cools) 金澤 咲季 (Cools)

A15: 1st - 32nd B15: 17th -32nd C15: 25th - 32nd D15: 29th - 32nd E15: 29th - 30th
29th[9/16] 森 悠人 (Cools) 金澤 咲季 (Cools) 江木 綾音 (Greetings) [Bye] 川尻 晃太郎 (Greetings) 江木 綾音 (Greetings)

11-6, 11-7, 11-3 0-11, 1-11 7-11,2-11 5-15

30th疋田 拓海 (セントラル広島) 中村 成希 (ティップネス宮崎台) 遊佐 アレクサンダー (Greetings) 川尻 晃太郎 (Greetings) 江木 綾音 (Greetings) 川尻 晃太郎 (Greetings)

A16: 1st - 32nd B16: 17th -32nd C16: 25th - 32nd D16: 29th - 32nd
31st[Bye] 疋田 拓海 (セントラル広島) 金澤 咲季 (Cools) 江木 綾音 (Greetings)

32nd[2]仮屋園 舜策 (Greetings) [Bye] [Bye] [Bye]

※白枠の試合は、最終日の13時30分から14時30分の予定で、Best of 1 Gameでできる限りで行うという形式にさせていただきます。

※青枠の試合はBest of 5 Games、青と白枠以外の試合はBest of 3 Gamesになります。



Greetings Youth Open 2021  - Under 20 - 

A1: 1st - 32nd B1: 1st - 16th C1: 1st -8th D1: Semi-final E1: Final 1st 

[1] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [1] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [1] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [1] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [1] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [1] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 )

11-2, 11-2, 11-2 11-5, 11-5, 11-8 11-4, 11-4, 11-3 11-5,11-9,11-5 12-10,11-3,11-4

2nd竹内 美緒 (Blueprint) [9/16] 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [5/8] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 ) [5/8] 緑川 あかり  (Greetings) [2] 池田 悠真 (Greetings) [2] 池田 悠真 (Greetings)

A2: 1st - 32nd B2: 1st - 16th C2: 1st -8th D2: Semi-final E2: 3rd - 4th
3rd坂田 日葵 (SQMアカデミー ) [9/16] 尼田 羚 (オリオリクラブ ) [5/8] 緑川 あかり  (Greetings) [3/4] 安藤 優太 (ティップネス宮崎台 ) [5/8] 緑川 あかり  (Greetings) [3/4] 安藤 優太 (ティップネス宮崎台 )

2-11, 4-11, 5-11 7-11, 7-11, 6-11 11-9, 11-6, 10-12, 11-9 7-11,2-11,4-11 11-9,4-11,7-11

4th[9/16] 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [5/8] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 ) [3/4] 加藤 綸 (SQMアカデミー ) [2] 池田 悠真 (Greetings) [3/4] 安藤 優太 (ティップネス宮崎台 ) [5/8] 緑川 あかり  (Greetings)

A3: 1st - 32nd B3: 1st - 16th C3: 1st -8th
5th - 8th[9/16] 尼田 羚 (オリオリクラブ ) [5/8] 緑川 あかり  (Greetings) [3/4] 安藤 優太 (ティップネス宮崎台 ) [5/8] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 )

3-11, 11-13, 11-4, 11-9, 11-8 11-6, 7-11, 11-8, 11-3, 117 11-9, 11-6, 11-2

5th - 8th牧野 廉 (Greetings) [9/16] 松岡 大起 (Greetings) [9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ) [3/4] 加藤 綸 (SQMアカデミー )

A4: 1st - 32nd B4: 1st - 16th C4: 1st -8th
5th - 8th荒瀬 優唯 (セントラル広島 ) [9/16] 仮屋園  舜策 (Greetings) [5/8] 渡邉 安佑未  (Greetings) [9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ)

11-2, 11-1, 11-0 6-11, 8-11, 6-11 6-11, 6-11, 7-11

5th - 8th[5/8] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 ) [3/4] 加藤 綸 (SQMアカデミー ) [2] 池田 悠真 (Greetings) [5/8] 渡邉 安佑未  (Greetings)

A5: 1st - 32nd B5: 1st - 16th C5: 9th - 16th D5: 9th - 12th E5: 9th - 10th
9th[5/8] 緑川 あかり  (Greetings) [3/4] 安藤 優太 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 )[9/16] 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [5/8] 高橋 くるみ (Greetings)

11-0, 11-7, 11-5 11-9, 11-1, 11-3 14-12, 8-11, 11-4 W/O 11-8,5-11,9-11

10th疋田 優希 (セントラル広島 ) [9/16] 土岐 幸誠 (Greetings) [9/16] 尼田 羚 (オリオリクラブ ) [9/16] 仮屋園  舜策 (Greetings) [5/8] 高橋 くるみ (Greetings) [9/16] 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 )

A6: 1st - 32nd B6: 1st - 16th C6: 9th - 16th D6: 9th - 12th
11th - 16th木佐 比呂人  (修道中高 ) [9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ) [9/16] 松岡 大起 (Greetings) [5/8] 高橋 くるみ (Greetings) [9/16] 仮屋園  舜策 (Greetings)

0-11, 2-11, 1-11 11-9, 7-11, 11-7, 11-13, 11-5 6-11, 6-11 10-12, 12-10,11-3

11th - 16th[9/16] 松岡 大起 (Greetings) [5/8] 高橋 くるみ (Greetings) [9/16] 仮屋園  舜策 (Greetings) [9/16] 横田 夢月 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 横田 夢月 (ティップネス宮崎台 )

A7: 1st - 32nd B7: 1st - 16th C7: 9th - 16th
11th - 16th[9/16] 仮屋園  舜策 (Greetings) [5/8] 渡邉 安佑未  (Greetings) [9/16] 土岐 幸誠 (Greetings) [9/16] 尼田 羚 (オリオリクラブ )

11-4, 11-3, 11-5 11-7, 11-4, 11-4 10-12, 9-11 

11th - 16th加納 成海 (Greetings) [9/16] 鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 ) [5/8] 高橋 くるみ (Greetings) [9/16] 松岡 大起 (Greetings)

A8: 1st - 32nd B8: 1st - 16th C8: 9th - 16th
11th - 16th鈴木 音色 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 横田 夢月 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 ) [9/16] 土岐 幸誠 (Greetings)

2-11, 1-11, 0-11 5-11, 8-11, 5-11 3-11, 6-11

11th - 16th[3/4] 加藤 綸 (SQMアカデミー ) [2] 池田 悠真 (Greetings) [9/16] 横田 夢月 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 )

A9: 1st - 32nd B9: 17th -32nd C9: 17th - 24th D9: 17th - 20th E9: 17th - 18th
17th[3/4] 安藤 優太 (ティップネス宮崎台 ) 竹内 美緒 (Blueprint) 坂田 日葵 (SQMアカデミー ) 牧野 廉 (Greetings) 牧野 廉 (Greetings) 牧野 廉 (Greetings)

11-1, 11-3, 11-1 0-11, 1-11 1-11, 4-11 11-9,4-11,12-10 11-6,7-11,16-14

18th三坂 英輝 (Cools) 坂田 日葵 (SQMアカデミー ) 牧野 廉 (Greetings) 加納 成海 (Greetings) 高橋 秀侑 (Greetings) 高橋 秀侑 (Greetings)

A10: 1st - 32nd B10: 17th -32nd C10: 17th - 24th D10: 17th - 20th
19th - 20th池田 到真 (Greetings) 牧野 廉 (Greetings) 疋田 優希 (セントラル広島 ) 高橋 秀侑 (Greetings) 加納 成海 (Greetings)

4-11, 2-11, 5-11 11-1, 11-1 14-16, 8-11 11-4,11-3

19th - 20th[9/16] 土岐 幸誠 (Greetings) 荒瀬 優唯 (セントラル広島 ) 加納 成海 (Greetings) 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台 ) 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台 )

A11: 1st - 32nd B11: 17th -32nd C11: 17th - 24th
21th - 24th[9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ) 疋田 優希 (セントラル広島 ) 池田 到真 (Greetings) 坂田 日葵 (SQMアカデミー )

11-7, 11-4, 12-10 11-4, 11-5 10-12, 10-12

21th - 24th高橋 秀侑 (Greetings) 木佐 比呂人  (修道中高 ) 高橋 秀侑 (Greetings) 疋田 優希 (セントラル広島 )

A12: 1st - 32nd B12: 17th -32nd C12: 17th - 24th
21th - 24th根本 紘貴 (セントラル保谷 ) 加納 成海 (Greetings) 土岐 春陽 (Greetings) 池田 到真 (Greetings)

1-11, 4-11, 4-11 11-7, 11-8 6-11, 11-6, 8-11

21th - 24th[5/8] 高橋 くるみ (Greetings) 鈴木 音色 (ティップネス宮崎台 ) 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台 ) 土岐 春陽 (Greetings)

A13: 1st - 32nd B13: 17th -32nd C13: 25th - 32nd D13: 25th -28th E13: 25th - 26th
25th[5/8] 渡邉 安佑未  (Greetings) 三坂 英輝 (Cools) 竹内 美緒 (Blueprint) 荒瀬 優唯 (セントラル広島 ) 鈴木 音色 (ティップネス宮崎台 ) 赤木 優仁 (修道中高 )

11-1, 11-1, 11-1 9-11, 7-11 1-11, 7-11 2-11,1-11 9-11,11-13

26th西原 直輝 (ラケットボール愛好会 ) 池田 到真 (Greetings) 荒瀬 優唯 (セントラル広島 ) 鈴木 音色 (ティップネス宮崎台 ) 赤木 優仁 (修道中高 ) 鈴木 音色 (ティップネス宮崎台 )

A14: 1st - 32nd B14: 17th -32nd C14: 25th - 32nd D14: 25th -28th
27th - 28th土岐 春陽 (Greetings) 高橋 秀侑 (Greetings) 木佐 比呂人  (修道中高 ) 根本 紘貴 (セントラル保谷 ) 荒瀬 優唯 (セントラル広島 )

6-11, 3-11, 13-11, 11-8, 6-11 11-9. 11-9 2-11, 4-11 8-11,11-9,4-11

27th - 28th[9/16] 鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 ) 根本 紘貴 (セントラル保谷 ) 鈴木 音色 (ティップネス宮崎台 ) 赤木 優仁 (修道中高 ) 根本 紘貴 (セントラル保谷 )

A15: 1st - 32nd B15: 17th -32nd C15: 25th - 32nd
29th - 32nd[9/16] 横田 夢月 (ティップネス宮崎台 ) 西原 直輝 (ラケットボール愛好会 ) 三坂 英輝 (Cools) 竹内 美緒 (Blueprint)

11-6, 11-4, 11-7 0-11, 0-11 11-9, 10-12, 5-11

29th - 32nd赤木 優仁 (修道中高 ) 土岐 春陽 (Greetings) 根本 紘貴 (セントラル保谷 ) 木佐 比呂人  (修道中高 )

A16: 1st - 32nd B16: 17th -32nd C16: 25th - 32nd
29th - 32nd西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台 ) 赤木 優仁 (修道中高 ) 西原 直輝 (ラケットボール愛好会 ) 三坂 英輝 (Cools)

2-11, 1-11, 4-11 9--11, 8-11 1-11, 0-11

29th - 32nd[2] 池田 悠真 (Greetings) 西尾 舞洋 (ティップネス宮崎台 ) 赤木 優仁 (修道中高 ) 西原 直輝 (ラケットボール愛好会 )

※青枠の試合はBest of 5 Games、青枠以外の試合はBest of 3 Gamesになります。



Greetings Youth Open 2021  - Under 27 - 

A1: 1st - 32nd B1: 1st - 16th C1: 1st -8th D1: Semi-final E1: Final 1st 

[1] 遠藤 共峻 (Greetings) [1] 遠藤 共峻 (Greetings) [1] 遠藤 共峻 (Greetings) [1] 遠藤 共峻 (Greetings) [1] 遠藤 共峻 (Greetings) [2] 林 尚輝 (Greetings)

11-0, 11-2 11-7, 11-5 11-5, 11-7 11-6,11-7 6-11,18-16,15-17

2nd川村優奈  (日本体育大学 ) [9/16] 松木 亮太  (慶應義塾大学 ) [5/8] 村山 知嶺 (東京大学大学院 ) [5/8] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [2] 林 尚輝 (Greetings) [1] 遠藤 共峻 (Greetings)

A2: 1st - 32nd B2: 1st - 16th C2: 1st -8th D2: Semi-final E2: 3rd - 4th
3rd松岡 大起 (Greetings) 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [5/8] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [3] 海道 泰喜 (Greetings) [5/8] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [3] 海道 泰喜 (Greetings)

8-11, 11-8, 8-11 11-7, 5-11, 7-11 9-11, 11-8, 11-9 8-11,14-12,11-13 11-15

4th[9/16] 松木 亮太  (慶應義塾大学 ) [5/8] 村山 知嶺 (東京大学大学院 ) [4] 渡邉 聡美 (Greetings) [2] 林 尚輝 (Greetings) [3] 海道 泰喜 (Greetings) [5/8] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 )

A3: 1st - 32nd B3: 1st - 16th C3: 1st -8th
5th - 8th[9/16] 池田 悠真 (Greetings) W/O [5/8] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [3] 海道 泰喜 (Greetings) [5/8] 村山 知嶺 (東京大学大学院 )

3/27  8:30 11-5, 11-4 11-2, 1-11, 11-5

5th - 8th中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 渡邉 安佑未  (Greetings) [5/8] 曽根 直樹 (慶應義塾大学 ) [4] 渡邉 聡美 (Greetings)

A4: 1st - 32nd B4: 1st - 16th C4: 1st -8th
5th - 8th土岐 春陽 (Greetings) 牧野 廉 (Greetings) [5/8] 鈴木 拓道 (日本大学 ) [5/8] 曽根 直樹 (慶應義塾大学 )

3-11, 7-11 11-3, 11-6 0-11, 9-11

5th - 8th[5/8] 村山 知嶺 (東京大学大学院 ) [4] 渡邉 聡美 (Greetings) [2] 林 尚輝 (Greetings) [5/8] 鈴木 拓道 (日本大学 )

A5: 1st - 32nd B5: 1st - 16th C5: 9th - 16th D5: 9th - 12th
9th - 10th[5/8] 安成 翔太 (ティップネス宮崎台 ) [3] 海道 泰喜 (Greetings) [9/16] 松木 亮太  (慶應義塾大学 ) 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 渡邉 安佑未  (Greetings)

11-3, 11-5 11-5, 11-3 10-12, 3-11 5-11, 10-12

9th - 10th疋田 優希 (セントラル広島 ) [9/16] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 ) 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 ) [9/16] 渡邉 安佑未  (Greetings) [9/16] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 )

A6: 1st - 32nd B6: 1st - 16th C6: 9th - 16th D6: 9th - 12th
11th - 12th土岐優生  (近畿大学 ) 仮屋園  舜策 (Greetings) [9/16] 渡邉 安佑未  (Greetings) [9/16] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 ) 中島 青葉 (ティップネス宮崎台 )

5-11, 5-11 3-11, 3-11 11-7, 13-11 11-4, 11-8 

11th - 12th[9/16] 渡邉 安佑未  (Greetings) [5/8] 曽根 直樹 (慶應義塾大学 ) 牧野 廉 (Greetings) [9/16] 緑川 あかり  (Greetings) [9/16] 緑川 あかり  (Greetings)

A7: 1st - 32nd B7: 1st - 16th C7: 9th - 16th
13th - 16th[9/16] 安藤 優太 (ティップネス宮崎台 ) W/O[5/8] 鈴木 拓道 (日本大学 ) [9/16] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 ) [9/16] 松木 亮太  (慶應義塾大学 )

3/27  9:10 11-4, 12-10 11-6, 6-11, 11-8

13th - 16th牧野 廉 (Greetings) [9/16] 緑川 あかり  (Greetings) 仮屋園  舜策 (Greetings) 牧野 廉 (Greetings)

A8: 1st - 32nd B8: 1st - 16th C8: 9th - 16th
13th - 16th高橋 秀侑 (Greetings) [9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ )[9/16] 緑川 あかり  (Greetings) 仮屋園  舜策 (Greetings)

3-11, 0-11 6-11, 3-11 9-11, 11-9, 11-4

13th - 16th[4] 渡邉 聡美 (Greetings) [2] 林 尚輝 (Greetings) [9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ ) [9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ )

A9: 1st - 32nd B9: 17th -32nd C9: 17th - 24th D9: 17th - 20th
17th - 18th[3] 海道 泰喜 (Greetings) 川村優奈  (日本体育大学 ) 松岡 大起 (Greetings) 松岡 大起 (Greetings) 土岐優生  (近畿大学 )

11-1, 11-0 4-11, 2-11 11-2, 11-8 4-11, 7-11

17th - 18th岡田 光菜実  (ラケットボール愛好会 ) 松岡 大起 (Greetings) 土岐 春陽 (Greetings) 土岐優生  (近畿大学 ) [9/16] 高橋 くるみ (Greetings)

A10: 1st - 32nd B10: 17th -32nd C10: 17th - 24th D10: 17th - 20th
19th - 20th土岐 幸誠 (Greetings) BYE 土岐優生  (近畿大学 ) [9/16] 高橋 くるみ (Greetings) 松岡 大起 (Greetings)

9-11, 6-11 3/27 13:10 11-9, 11-6 11-5, 11-7

19th - 20th[9/16] 我妻 莉玖 (セントラル宇都宮 ) 土岐 春陽 (Greetings) 高橋 秀侑 (Greetings) 尼田 羚 (オリオリクラブ ) 尼田 羚 (オリオリクラブ )

A11: 1st - 32nd B11: 17th -32nd C11: 17th - 24th
21st - 24th[9/16] 高橋 くるみ (Greetings) 疋田 優希 (セントラル広島 ) 土岐 幸誠 (Greetings) 土岐 春陽 (Greetings)

8-11, 11-5, 8-11 6-11, 6-11 8-11, 7-11

21st - 24th仮屋園  舜策 (Greetings) 土岐優生  (近畿大学 ) [9/16] 高橋 くるみ (Greetings) 高橋 秀侑 (Greetings)

A12: 1st - 32nd B12: 17th -32nd C12: 17th - 24th
21st - 24th白川 嵩大 (ラケットボール愛好会 ) BYE 鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 ) 土岐 幸誠 (Greetings)

2-11, 2-11 3/27 13:30 11-9, 8-11, 3-11

21st - 24th[5/8] 曽根 直樹 (慶應義塾大学 ) 高橋 秀侑 (Greetings) 尼田 羚 (オリオリクラブ ) 鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 )

A13: 1st - 32nd B13: 17th -32nd C13: 25th - 32nd D13: 25th -28th
25th - 26th[5/8] 鈴木 拓道 (日本大学 ) 岡田 光菜実  (ラケットボール愛好会 ) 川村優奈  (日本体育大学 ) 川村優奈  (日本体育大学 ) 疋田 優希 (セントラル広島 )

11-3, 11-1 0-11, 0-11 3/27  17:20 2-11, 4-11

25th - 26th木佐 比呂人  (修道中高 ) 土岐 幸誠 (Greetings) BYE 疋田 優希 (セントラル広島 ) 赤木 優仁 (修道中高 )

A14: 1st - 32nd B14: 17th -32nd C14: 25th - 32nd D14: 25th -28th
27th - 28th鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 ) [9/16] 高橋 くるみ (Greetings) 疋田 優希 (セントラル広島 ) 白川 嵩大 (ラケットボール愛好会 ) 川村優奈  (日本体育大学 )

4-11, 3-11 11-1, 11-0 3/27  17:20 1-11, 0-11

27th - 28th[9/16] 緑川 あかり  (Greetings) 白川 嵩大 (ラケットボール愛好会 ) BYE 赤木 優仁 (修道中高 ) 白川 嵩大 (ラケットボール愛好会 )

A15: 1st - 32nd B15: 17th -32nd C15: 25th - 32nd
29th - 32nd[9/16] 伊藤 幹太 (鋸南クロススポーツクラブ )木佐 比呂人  (修道中高 ) 岡田 光菜実  (ラケットボール愛好会 ) 岡田 光菜実  (ラケットボール愛好会 )

11-4, 11-4 1-11, 5-11 2-11, 2-11 

29th - 32nd尼田 羚 (オリオリクラブ ) 鈴木 瀧雅 (旭川明成高等学校 ) 白川 嵩大 (ラケットボール愛好会 ) 木佐 比呂人  (修道中高 )

A16: 1st - 32nd B16: 17th -32nd C16: 25th - 32nd
29th - 32nd赤木 優仁 (修道中高 ) 尼田 羚 (オリオリクラブ ) 木佐 比呂人  (修道中高 ) Bye

11-2, 11-3 11-5, 11-13, 11-8 4-11, 12-14

29th - 32nd[2] 林 尚輝 (Greetings) 赤木 優仁 (修道中高 ) 赤木 優仁 (修道中高 ) Bye

※全ての試合、Best of 3 Gamesになります。


