
ME
2019北岡杯
2019年11月24日 - 9:00

# Name Clubs Country Rank Birthdate
1 ., 伊野 蒼汰 防衛大学校
2 ., 丸田 大夢 青山学院大学
3 ., 吉田 樹 学習院大学
4 ., 宮本 舶 上智大学
5 ., 細川 諒一郎 学習院大学
6 ., 三浦 基輝 東京農業大学
7 ., 小河 舜矢 青山学院大学
8 ., 小山 英礼 慶應義塾大学
9 ., 森尾 太一 学習院大学
10 ., 神田 翔悟 学習院大学
11 ., 川村 佳 青山学院大学
12 ., 村木 智哉 防衛大学校
13 ., 田村 恵一郞 東京農業大学
14 ., 田代 一裕 青山学院大学
15 ., 馬塲 汰夏良 國學院大學
16 ., 挽地 崇太 学習院大学
17 ., 瓢 龍海 防衛大学校
18 ., 木村 航太 國學院大學
19 ., 林 優志 東京大学
20 ., 鈴木 将二朗 学習院大学
21 ., 澁谷 有亮 東京農業大学
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Seed Name Club Country Rank Notes
1 ., 林 優志 東京大学
2 ., 丸田 大夢 青山学院大学
3 ., 小山 英礼 慶應義塾大学
4 ., 田村 恵一郞 東京農業大学
5 ., 村木 智哉 防衛大学校
6 ., 田代 一裕 青山学院大学
7 ., 挽地 崇太 学習院大学
8 ., 澁谷 有亮 東京農業大学
9 ., 馬塲 汰夏良 國學院大學
10 ., 川村 佳 青山学院大学
11 ., 三浦 基輝 東京農業大学
12 ., 瓢 龍海 防衛大学校
13 ., 森尾 太一 学習院大学
14 ., 細川 諒一郎 学習院大学
15 ., 宮本 舶 上智大学
16 ., 鈴木 将二朗 学習院大学
17 ., 伊野 蒼汰 防衛大学校
18 ., 木村 航太 國學院大學
19 ., 小河 舜矢 青山学院大学
20 ., 神田 翔悟 学習院大学
21 ., 吉田 樹 学習院大学
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Referee(s):

., 澁谷 有亮 東京農業大学

., 小河 舜矢 青山学院大学

., 伊野 蒼汰 防衛大学校

., 鈴木 将二朗 学習院大学

., 馬塲 汰夏良 國學院大學

., 林 優志 東京大学

Referee(s):

., 宮本 舶 上智大学

., 丸田 大夢 青山学院大学

., 三浦 基輝 東京農業大学

., 挽地 崇太 学習院大学

., 木村 航太 國學院大學

Referee(s):

., 神田 翔悟 学習院大学

., 細川 諒一郎 学習院大学

., 瓢 龍海 防衛大学校

., 小山 英礼 慶應義塾大学

., 田代 一裕 青山学院大学

Referee(s):

., 森尾 太一 学習院大学

., 吉田 樹 学習院大学

., 田村 恵一郞 東京農業大学

., 村木 智哉 防衛大学校

., 川村 佳 青山学院大学
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Seed Name Club Country V V/M TS TR Ind Notes
1 ., 田村 恵一郞 東京農業大学 4 1.00 20 10 +10 Advanced
2 ., 小山 英礼 慶應義塾大学 4 1.00 20 12 +8 Advanced
3 ., 林 優志 東京大学 4 0.80 23 17 +6 Advanced
4 ., 田代 一裕 青山学院大学 3 0.75 19 12 +7 Advanced
5 ., 川村 佳 青山学院大学 3 0.75 17 11 +6 Advanced
6 ., 三浦 基輝 東京農業大学 3 0.75 18 14 +4 Advanced
7 ., 挽地 崇太 学習院大学 3 0.75 17 14 +3 Advanced
8 ., 澁谷 有亮 東京農業大学 3 0.60 21 14 +7 Advanced
9 ., 小河 舜矢 青山学院大学 3 0.60 23 19 +4 Advanced
10 ., 丸田 大夢 青山学院大学 2 0.50 14 12 +2 Advanced
11 ., 細川 諒一郎 学習院大学 2 0.50 15 14 +1 Advanced
12 ., 村木 智哉 防衛大学校 2 0.50 14 15 -1 Advanced
13 ., 宮本 舶 上智大学 2 0.50 12 13 -1 Advanced
14 ., 馬塲 汰夏良 國學院大學 2 0.40 18 22 -4 Advanced
15 ., 鈴木 将二朗 学習院大学 2 0.40 13 17 -4 Advanced
16T ., 吉田 樹 学習院大学 1 0.25 14 19 -5 Advanced
16T ., 神田 翔悟 学習院大学 1 0.25 14 19 -5 Advanced
18 ., 伊野 蒼汰 防衛大学校 1 0.20 13 22 -9 Advanced
19 ., 木村 航太 國學院大學 0 0.00 12 20 -8 Advanced
20 ., 森尾 太一 学習院大学 0 0.00 10 20 -10 Advanced
21 ., 瓢 龍海 防衛大学校 0 0.00 9 20 -11 Advanced
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Place Name Clubs Country Birthdate
1 ., 三浦 基輝 東京農業大学
2 ., 川村 佳 青山学院大学
3T ., 鈴木 将二朗 学習院大学
3T ., 田村 恵一郞 東京農業大学
5 ., 林 優志 東京大学
6 ., 田代 一裕 青山学院大学
7 ., 挽地 崇太 学習院大学
8 ., 小河 舜矢 青山学院大学
9 ., 小山 英礼 慶應義塾大学
10 ., 澁谷 有亮 東京農業大学
11 ., 丸田 大夢 青山学院大学
12 ., 細川 諒一郎 学習院大学
13 ., 馬塲 汰夏良 國學院大學
14 ., 神田 翔悟 学習院大学
15 ., 森尾 太一 学習院大学
16 ., 瓢 龍海 防衛大学校
17 ., 村木 智哉 防衛大学校
18 ., 宮本 舶 上智大学
19 ., 吉田 樹 学習院大学
20 ., 伊野 蒼汰 防衛大学校
21 ., 木村 航太 國學院大學
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Name Country FJE Rating Member # Pool Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals


