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所属

1 石島 雄介 トヨタ自動車株式会社 7557

上田 翔貴 駒澤大学、KBSC 2511

2 二宮 大和 株式会社ハルテンジャパンリミテッド 4293

石川 瀬那 国際基督教大学/湘南太郎 4368

3 関 寛之 MAGS 3749

詫間 悠 MAGS 4068

4 佐藤 亮太 テクノスジャパン/雄大グループ 4554

伊藤 遼河  2894

5 山口 孝司  2851

山口 和也 湘南太郎 2776

6 平良 伸晃 ゲストハウスLapsi/KBSC 4452

高橋 太 KBSC/駒沢大学 1033

7 進藤 涼 トヨタ自動車株式会社 3155

小島 利治 株式会社ゆめのカンパニー/こてつグループ 2021

8 清水 啓輔 MAGS 2341

白石 澄空 MAGS/愛知学院大学 1803

9 小田 涼太 ハウスコム 1298

補欠 長山 峻 国士舘大学 2541

10 渡辺 達人 WINDS 480

補欠 西村 晃一 WINDS 2706

11 畑辺 純希  1079

補欠 平井 学 湘南太郎 1882

12 渡辺 周馬 東京ヴェルディ 1853

補欠 辰巳 遼 DOTs 1079

13 狩野 僚太 ヴェールタカハシ 1058

補欠 渡邊 玲央 仙台大学　SVC 1623

14 藤森 択真  1201

補欠 林 夢人 グランビーズ広島 854
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第１４回ビーチバレー川崎市長杯

シーディングリスト
男子
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チーム

氏名 オフィシャルポイント

※9月26日時点のJVAビーチバレーボールオフィシャルポイントランキングを基に決定しています。
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No 予定時間 set スコア 時間

石島 雄介 清水 啓輔

上田 翔貴 白石 澄空

山口 孝司 佐藤 亮太

山口 和也 伊藤 遼河

関 寛之 平良 伸晃

詫間 悠 高橋 太

進藤 涼 二宮 大和

小島 利治 石川 瀬那

Final

7 14:00 winner#5 vs winner#6

6 12:00 winner#3 vs winner#4

Semifinals

5 11:00 winner#1 vs winner#2

4 14:50 seed7 vs seed2

seed63 14:00 seed3 vs

2 11:30 seed5 vs seed4

1 10:40 seed1 vs seed8

Round 1

第１４回ビーチバレー川崎市長杯

試合結果

男子



石島 雄介 / 上田 翔貴

コート 1 10:40 0 / 0

清水 啓輔 / 白石 澄空

コート 1 11:00 0 / 0

山口 孝司 / 山口 和也

コート 1 11:30 0 / 0

佐藤 亮太 / 伊藤 遼河

コート 1 14:00  /  

関 寛之 / 詫間 悠

コート 1 14:00 0 / 0

平良 伸晃 / 高橋 太

コート 1 12:00

進藤 涼 / 小島 利治 0 / 0

コート 1 14:50 0 / 0

二宮 大和 / 石川 瀬那
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