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所属

1 松本 恋  9220

松本 穏  9403

2 坪内 紫苑 ANAエアポートサービス株式会社 5323

藪見 真歩 キヌ・コーポレーション株式会社 5267

3 伊藤 桜 産業能率大学 5017

野口 彩陽 産業能率大学 4794

4 本村 嘉菜 アイビークリーン株式会社 4663

酒井 春海 株式会社甲斐組 4423

5 宮川 紗麻亜  2649

沢目 繭 ミライラボバイオサイエンス株式会社 6026

6 樫原 美陽 一つ山ホールディングス株式会社 4769

浦田 景子 フリー 3506

7 松村 美由紀 ビーチの女王 2502

中川 知香 Astmarine 3411

8 丸山 紗季 地元法人マーチオークシー 1600

辻村 りこ ANAエアポートサービス株式会社 3440

9 衣笠 乃愛 明海大学 2303

補欠 菊地 真結 明海大学 2303

10 松山 紘子 橋本総業株式会社 1946

補欠 白幡 亜美 ハウスコム株式会社 2463

11 鈴木 風香 産業能率大学 1412

補欠 水上 和葉 Astmarine 1502

12 吉澤 智恵  1145

補欠 櫻井 いづみ 日本パナユーズ株式会社 1272

13 南谷 綾華 BMKG株式会社 1020

補欠 本村 成優 アイビークリーン株式会社/Astmarine 827
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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
女子

ｶｳﾝﾄ
チーム

氏名 オフィシャルポイント

※坂本実優/沢目繭ペア、坂本選手の怪我により宮川紗麻亜/沢目繭ペアに変更

※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

松本 恋 丸山 紗季

松本 穏 辻村 りこ

宮川 紗麻亜 本村 嘉菜

沢目 繭 酒井 春海

伊藤 桜 樫原 美陽

野口 彩陽 浦田 景子

松村 美由紀 坪内 紫苑

中川 知香 藪見 真歩

Final

7 13:00 winner#5 vs winner#6

6 10:00 winner#3 vs winner#4

Semifinals

5 9:00 winner#1 vs winner#2

4 13:10 seed7 vs seed2

seed63 12:20 seed3 vs

2 9:50 seed5 vs seed4

1 9:00 seed1 vs seed8

Round 1

第１４回ビーチバレー川崎市長杯

試合結果

女子



松本 恋 / 松本 穏

コート 1 9:00 0 / 0

丸山 紗季 / 辻村 りこ

コート 1 9:00 0 / 0

宮川 紗麻亜 / 沢目 繭

コート 1 9:50 0 / 0

本村 嘉菜 / 酒井 春海

コート 1 13:00  /  

伊藤 桜 / 野口 彩陽

コート 1 12:20 0 / 0

樫原 美陽 / 浦田 景子

コート 1 10:00

松村 美由紀 / 中川 知香 0 / 0

コート 1 13:10 0 / 0

坪内 紫苑 / 藪見 真歩

第１４回ビーチバレー川崎市長杯

女子トーナメント

Seed1

#1
()

Seed8

#5

Seed6

#6

Seed7
()

Seed5
()

#2
()

Seed4

#4
()

Seed2

#7

Seed3
()

#3
()


