
通常予選ラウンドロビンを進行する時は、1台のマシンにつき、一組の予選ラウンドロビンで進行しております。
2018PERFECTツアーも、基本的にはこちらの方法で進行致します。
しかし、大会会場のマシン台数によって、下記のような進行方法を検討しております。

仮に、↑のような三組をグループとして、2台のマシンで試合を進行する場合、下記のような進行方法になります。
※このような進行をする場合、予選ラウンドロビンは基本的に5名一組を基準に組み合わせを行います。

試合順 審判 進行順 試合順 審判 進行順 試合順 審判 進行順

第1試合 谷内 太郎 1 第1試合 櫛引 譲 2 第1試合 伊良部 昌貢 3

第2試合 知野 真澄 4 第2試合 西 哲平 5 第2試合 大石 藍貴 6

第3試合 山田 勇樹 7 第3試合 坐間 達哉 8 第3試合 大穂 徳睦 9

第4試合 浅田 斉吾 10 第4試合 福井 和希 11 第4試合 竹本 吉伸 12

第5試合 鈴木 徹 13 第5試合 西谷 譲二 14 第5試合 小野 恵太 15

第6試合 谷内 太郎 16 第6試合 櫛引 譲 17 第6試合 伊良部 昌貢 18

第7試合 浅田 斉吾 19 第7試合 福井 和希 20 第7試合 竹本 吉伸 21

第8試合 知野 真澄 22 第8試合 西 哲平 23 第8試合 大石 藍貴 24

第9試合 鈴木 徹 25 第9試合 西谷 譲二 26 第9試合 小野 恵太 27

第10試合 山田 勇樹 28 第10試合 坐間 達哉 29 第10試合 大穂 徳睦 30

上記表を並べ替えると、下記のような試合順となります。第3試合以降の試合は、前の試合が終わったマシンで順次試合を開始します。

5名一組の予選ラウンドロビンでは、一組全体で全10試合を行います。三組の場合、全体で全30試合を行います。

30試合を2台で進行する為、1台当たりの試合数は15試合となります。ちなみに、6名一組の予選ラウンドロビンでは、一組全体で全12試合を行います。

◇2台のマシンで、三組の予選ラウンドロビンを進行する方法◇

浅田 斉吾 VS 知野 真澄 福井 和希 VS 西 哲平 竹本 吉伸 VS 大石 藍貴

鈴木 徹 VS 山田 勇樹 西谷 譲二  VS 坐間 達哉 小野 恵太 VS 大穂 徳睦

R-1組 R-2組 R-3組
組み合わせ 組み合わせ 組み合わせ

山田 勇樹 VS 谷内 太郎 坐間 達哉 VS 櫛引 譲 大穂 徳睦 VS 伊良部 昌貢

浅田 斉吾 VS 鈴木 徹 福井 和希 VS 西谷 譲二 竹本 吉伸 VS 小野 恵太

浅田 斉吾 VS 谷内 太郎 福井 和希 VS 櫛引 譲 竹本 吉伸 VS 伊良部 昌貢

知野 真澄 VS 鈴木 徹 西 哲平 VS 西谷 譲二 大石 藍貴 VS 小野 恵太

浅田 斉吾 VS 山田 勇樹 福井 和希 VS 坐間 達哉 竹本 吉伸 VS 大穂 徳睦

知野 真澄 VS 谷内 太郎 西 哲平 VS 櫛引 譲 大石 藍貴 VS 伊良部 昌貢

知野 真澄 VS 山田 勇樹 西 哲平 VS 坐間 達哉 大石 藍貴 VS 大穂 徳睦

鈴木 徹 VS 谷内 太郎 西谷 譲二  VS 櫛引 譲 小野 恵太 VS 伊良部 昌貢

【R-1組、R-2組、R-3組 グループ】試合進行順

試合順 組 組み合わせ 審判 試合順 組 組み合わせ 審判

浅田 斉吾 VS 鈴木 徹 谷内 太郎

第2試合 R-2組 福井 和希 VS 西 哲平 櫛引 譲 第17試合 R-2組 福井 和希 VS 西谷 譲二 櫛引 譲

第1試合 R-1組 浅田 斉吾 VS 知野 真澄 谷内 太郎 第16試合 R-1組

竹本 吉伸 VS 小野 恵太 伊良部 昌貢

第4試合 R-1組 鈴木 徹 VS 山田 勇樹 知野 真澄 第19試合 R-1組 知野 真澄 VS 山田 勇樹 浅田 斉吾

第3試合 R-3組 竹本 吉伸 VS 大石 藍貴 伊良部 昌貢 第18試合 R-3組

西 哲平 VS 坐間 達哉 福井 和希

第6試合 R-3組 小野 恵太 VS 大穂 徳睦 大石 藍貴 第21試合 R-3組 大石 藍貴 VS 大穂 徳睦 竹本 吉伸

第5試合 R-2組 西谷 譲二  VS 坐間 達哉 西 哲平 第20試合 R-2組

鈴木 徹 VS 谷内 太郎 知野 真澄

第8試合 R-2組 福井 和希 VS 櫛引 譲 坐間 達哉 第23試合 R-2組 西谷 譲二  VS 櫛引 譲 西 哲平

第7試合 R-1組 浅田 斉吾 VS 谷内 太郎 山田 勇樹 第22試合 R-1組

小野 恵太 VS 伊良部 昌貢 大石 藍貴

第10試合 R-1組 知野 真澄 VS 鈴木 徹 浅田 斉吾 第25試合 R-1組 浅田 斉吾 VS 山田 勇樹 鈴木 徹

第9試合 R-3組 竹本 吉伸 VS 伊良部 昌貢 大穂 徳睦 第24試合 R-3組

福井 和希 VS 坐間 達哉 西谷 譲二

第12試合 R-3組 大石 藍貴 VS 小野 恵太 竹本 吉伸 第27試合 R-3組 竹本 吉伸 VS 大穂 徳睦 小野 恵太

第11試合 R-2組 西 哲平 VS 西谷 譲二 福井 和希 第26試合 R-2組

第13試合 R-1組 山田 勇樹 VS 谷内 太郎 鈴木 徹 第28試合 R-1組 知野 真澄 VS 谷内 太郎 山田 勇樹

第14試合 R-2組 坐間 達哉 VS 櫛引 譲 西谷 譲二 第29試合 R-2組 西 哲平 VS 櫛引 譲 坐間 達哉

第15試合 R-3組 大穂 徳睦 VS 伊良部 昌貢 小野 恵太 第30試合 R-3組 大石 藍貴 VS 伊良部 昌貢 大穂 徳睦

※複数の予選ラウンドロビンを、複数のマシンで進行する場合は、上記の“【R-1組、R-2組、R-3組 グループ】試合進行順”のようなシートを必ず準備致します。

ラウンドロビンR-3組　 ①竹本 吉伸 ②大石 藍貴 ③小野 恵太 ④大穂 徳睦 ⑤伊良部 昌貢
ラウンドロビンR-2組　 ①福井 和希 ②西 哲平 ③西谷 譲二 ④坐間 達哉 ⑤櫛引 譲 
ラウンドロビンR-1組　 ①浅田 斉吾 ②知野 真澄 ③鈴木 徹 ④山田 勇樹 ⑤谷内 太郎

予選ラウンドロビンの進行方法についてのご連絡

三組の予選ラウンドロビンを一つグループとして、そのグループを2台のマシンで進行する方法です。


