
No. 日付 コート 時間 スコア

#28 7月31日 1 13:00 #25勝者 長谷川 暁子 坂口 由里香 vs #26勝者 橋本 涼加 村上 礼華 2(21-14,21-16)0

#27 7月31日 1 11:00 #25敗者 坂本 実優 沢目 繭 vs #26敗者 松本 恋 松本 穏 2(21-15,21-14)0

#26 7月31日 2 9:00 #23勝者 松本 恋 松本 穏 vs #24勝者 橋本 涼加 村上 礼華 0(18-21,20-22)2

#25 7月31日 1 9:00 #21勝者 長谷川 暁子 坂口 由里香 vs #22勝者 坂本 実優 沢目 繭 2(21-15,21-16)0

#24 7月30日 1 14:00 #20勝者 白幡 亜美 山田 紗也香 vs B1位 橋本 涼加 村上 礼華 0(15-21,17-21)2

#23 7月30日 2 14:00 C1位 松本 恋 松本 穏 vs #19勝者 伊藤 桜 野口 彩陽 2(21-13,21-19)0

#22 7月30日 2 13:00 #18勝者 宮川 紗麻亜 樫原 美陽 vs D1位 坂本 実優 沢目 繭 0(13-21,13-21)2

#21 7月30日 1 13:00 A1位 長谷川 暁子 坂口 由里香 vs #17勝者 中川 知香 浦田 景子 2(21-19,21-7)0

#20 7月30日 1 10:00 A2位 白幡 亜美 山田 紗也香 vs D3位 坪内 紫苑 薮見 真歩 2(21-16,25-27,15-13)1

#19 7月30日 2 10:00 A3位 櫻井 いづみ 片桐 菜摘 vs B2位 伊藤 桜 野口 彩陽 0(8-21,11-21)2

#18 7月30日 2 9:00 C2位 本村 嘉菜 酒井 春海 vs B3位 宮川 紗麻亜 樫原 美陽 1(15-21,21-18,10-15)2

#17 7月30日 1 9:00 C3位 中川 知香 浦田 景子 vs D2位 丸山 紗季 辻村 りこ 2(21-16,21-14)0

#16 7月29日 3 16:00 #13敗者 川崎 菜々子 福田 鈴菜 vs #14敗者 坪内 紫苑 薮見 真歩 0(0-21,0-21)2 BYE

#15 7月29日 2 16:00 #13勝者 坂本 実優 沢目 繭 vs #14勝者 丸山 紗季 辻村 りこ 2(21-16,21-18)0

#14 7月29日 1 12:00 Seed5 坪内 紫苑 薮見 真歩 vs Seed12 丸山 紗季 辻村 りこ 1(21-19,15-21,14-16)2

#13 7月29日 3 12:00 Seed4 坂本 実優 沢目 繭 vs Seed13 川崎 菜々子 福田 鈴菜 2(21-0,21-0)0 BYE

#12 7月29日 3 15:00 #9敗者 比留間 友思 川端 向日葵 vs #10敗者 中川 知香 浦田 景子 1(12-21,21-14,7-15)2

#11 7月29日 2 15:00 #9勝者 松本 恋 松本 穏 vs #10勝者 本村 嘉菜 酒井 春海 2(14-21,21-16,15-6)1

#10 7月29日 3 11:00 Seed6 本村 嘉菜 酒井 春海 vs Seed11 中川 知香 浦田 景子 2(21-18,21-15)0

#9 7月29日 1 11:00 Seed3 松本 恋 松本 穏 vs Seed14 比留間 友思 川端 向日葵 2(21-10,21-10)0

#8 7月29日 3 14:00 #5敗者 安田 衣里 奥野 由 vs #6敗者 宮川 紗麻亜 樫原 美陽 0(15-21,9-21)2

#7 7月29日 2 14:00 #5勝者 橋本 涼加 村上 礼華 vs #6勝者 伊藤 桜 野口 彩陽 2(21-13,21-15)0

#6 7月29日 3 10:00 Seed7 伊藤 桜 野口 彩陽 vs Seed10 宮川 紗麻亜 樫原 美陽 2(25-27,21-16,15-13)1

#5 7月29日 1 10:00 Seed2 橋本 涼加 村上 礼華 vs Seed15 安田 衣里 奥野 由 2(21-13,21-11)0

#4 7月29日 3 13:00 #1敗者 櫻井 いづみ 片桐 菜摘 vs #2敗者 板橋 莉子 石川 とわ 2(21-0,21-0)0 BYE

#3 7月29日 2 13:00 #1勝者 長谷川 暁子 坂口 由里香 vs #2勝者 白幡 亜美 山田 紗也香 2(21-13,21-11)0

#2 7月29日 3 9:00 Seed8 白幡 亜美 山田 紗也香 vs Seed9 板橋 莉子 石川 とわ 2(21-0,21-0)0 BYE

#1 7月29日 1 9:00 Seed1 長谷川 暁子 坂口 由里香 vs Seed16 櫻井 いづみ 片桐 菜摘 2(21-11,21-10)0

チームA チームB

　　マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2022

第2戦 大洗大会

試合結果
【女子】

決勝

3位決定戦

準決勝

準々決勝

プールD

プールC

1回戦

プールB

プールA


