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大塚製薬

IWAKURAスノーボードクロス大会　1st. （2012/1/29）　トーナメント表　【　一般男子　】

中田 大岳
所 英和

敗者Heat 13 高橋 裕介
中田 大岳 大島 利紀 大島 利紀
平石 貴之 大内 晋一
所 英和 田村 謙

朝日 健司 大内 晋一
敗者Heat 21 大内 晋一 高橋 裕介
平石 貴之 平石 貴之 市浦 修
秋谷 壮一 藤澤 貴規
猪瀬 嶺也 澤崎 尚樹

高橋 裕介
秋谷 壮一 朝日 健司
田村 謙

敗者Heat 25 敗者Heat 14 佐藤 雅俊
猪瀬 嶺也 秋谷 壮一 澤崎 尚樹 大内 晋一
白井 裕一 榎本 等 朝日 健司
益子 国博 佐藤 雅俊 森岡 雅士
菊地 洋輔 水野　 倫央 小林 和樹

市浦 修
榎本 等

敗者Heat 22 市浦 修
白井 裕一 小林 一誠
中田 大岳 鈴木 謙一郎
佐藤 雅俊 藤澤 貴規 小林 一誠

猪瀬 嶺也 中村 真一
敗者Heat 15 小林 一誠 大島 利紀
白井 裕一 白井 裕一 朝日 健司

中村 真一
猪瀬 嶺也 水野　 倫央

敗者Heat 27 中村 真一 藤澤 貴規
白井 裕一 三瓶 知也 大内 晋一
中田 大岳 鈴木 謙一郎 磯 拓馬
猪瀬 嶺也 森岡 雅士
平石 貴之 高橋 裕介

古館 潔
岩崎 彰

敗者Heat 16 鈴木 祐也
古館 潔 関谷 祐一 関谷 祐一
大前 真一 小林 和樹
鈴木 祐也 佐々木 昭博

大前 真一 佐々木 昭博
伊藤 勝視 深瀬 勝

敗者Heat 23 小林 和樹 森岡 雅士
古館 潔 磯 拓馬
小坂 靖明 深瀬 勝
益子 国博 岩崎 彰

小坂 靖明 伊藤 勝視
深瀬 勝

敗者Heat 26 敗者Heat 17 岩瀬 正久
小坂 靖明 岩瀬 正久 佐々木 昭博 磯 拓馬
宮崎 和夫 宮崎 和夫 上村 桂
平石 貴之 小坂 靖明 高橋 裕介
中田 大岳 森岡 雅士 大島 利紀

磯 拓馬
敗者Heat 24 宮崎 和夫
菊地 洋輔 森岡 雅士 Ｒａｎｋｉｎｇ
鈴木 祐也 横倉 斉
宮崎 和夫 上村 桂

１位 白井 裕一 益子 国博 上村 桂 １位 磯 拓馬
２位 中田 大岳 横倉 斉 小林 達也 ２位 大内 晋一
３位 平石 貴之 敗者Heat 18 本田 翔三 小林 和樹 ３位 森岡 雅士
４位 猪瀬 嶺也 益子 国博 Heat　20 岩崎 彰 ４位 高橋 裕介

菊地 洋輔 小林 達也
磯 拓馬

小林 達也 本田 翔三
上村 桂
菊地 洋輔

1回戦

敗者Finals

敗者Ｒａｎｋｉｎｇ

本　ト　ー　ナ　メ　ン　ト

敗者1/4 Finals

敗者2回戦

敗者1/2 Finals

敗　者　ト　ー　ナ　メ　ン　ト

2回戦


