
ｶｳﾝﾄ ﾎﾟｲﾝﾄ
ｶｳﾝﾄ 氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 計

1 石島 雄介 トヨタ自動車株式会社 9896 白鳥 勝浩 トヨタ自動車株式会社 10162 20058

2 平良 伸晃 松戸レガロ/D-FORUM 5174 上場 雄也 松戸レガロ 11600 16774

3 西村 晃一 東京ヴェルディWINDS 7970 柴田 大助 東京ヴェルディWINDS 6052 14022

4 庄司 憲右 愛媛県競技力向上対策本部/湘南ベルマーレ 7270 倉坂 正人 三菱オートリース株式会社 5843 13113

5 池田 隼平 株式会社カブト 8011 越川 優 横浜メディカルグループ(YMG) 4465 12476

6 清水 啓輔 社会福祉法人ひまわり福祉会 6106 島田 桃大 株式会社MOMO RENFRED 2152 8258

7 佐藤 亮太 雄大グループ／テクノスジャパン 3497 小島 利治 おおすが整形外科 2656 6153

8 進藤 涼 トヨタ自動車株式会社 2158 小野寺 将克 有限会社サンケア 3972 6130

抽選 永井 雄太 松戸レガロ 4339 Caverly Daniel 1504 5843

抽選 和田 信二 フリー 2326 吉田 英樹 MAGS 3227 5553

抽選 島袋 康隆 海鮮料理島/BTOC 1561 井上 真弥 SANS 2010 3571

抽選WC 喜友名 朝之 OBV 161 鈴木 洋輔 OBV 185 346

補欠1 豊田 茂稔 MAGS 1446 関 寛之 MAGS 1118 2564

補欠2 宮田 航輔 208 松本 和博 386 594

補欠3ﾚｲﾄ 大城 幸也 フリー 0 湧川 朝貴 フリー 42 42

WC・・・ワイルドカードの略

選手１ 選手２

※6月24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。
※シード９～１２は抽選により決定。

マイナビジャパンビーチバレーボールツアー２０１９
第3戦沖縄大会

シーディングリスト
男子



ｶｳﾝﾄ ﾎﾟｲﾝﾄ
ｶｳﾝﾄ 氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 計

1 坂口 佳穗 マイナビ/KBSC 9206 村上 礼華 ダイキアクシス 10614 19820

2 坂本 実優 4342 沢目 繭 新興和製薬(株)/湘南ベルマーレ 5326 9667

3 森岡 麻衣 ANA 4801 辻村 りこ ANAエアポートサービス(株) 1868 6669

4 浦田 景子 4229 幅口 絵里香 株式会社オーイング 2198 6427

5 本村 嘉菜 アイビークリーン株式会社/sandblock/KLB 2995 酒井 春海 アイビークリーン株式会社 2626 5621

6 田中 姿子 2451 松村 美由紀 ビーチの女王 3009 5460

7 宮川 紗麻亜 3697 吉澤 智恵 1221 4918

8 坪内 紫苑 松山東雲女子大学 3154 松尾 優美 松山東雲女子大学 1450 4604

抽選 南谷 綾華 BMKG株式会社 2904 山田 寿子 1608 4512

抽選 松山 紘子 橋本総業株式会社 1670 畑 恵 KLB 1516 3186

抽選 斎藤 愛莉 1786 櫻井 いづみ 湾岸クラブ 922 2708

抽選 土屋 瑞祈 SBC 901 渡邊 典代 MAGS 1092 1993

補欠1 松本 美友 281 周 美香 602 883

補欠2ﾚｲﾄ 藤井 桜子 株式会社市進ホールディングス 7797 熊田 美愛 リソースフォレスト株式会社 10043 17840

WC・・・ワイルドカードの略

※シード９～１２は抽選により決定。

マイナビジャパンビーチバレーボールツアー２０１９
第3戦沖縄大会

シーディングリスト
女子

選手１ 選手２

※6月24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。


