
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） 9788 白鳥 勝浩 トヨタ自動車（株） 10462 20250

2 土屋 宝士 8020 村上 斉 株式会社ADI.G 6820 14840

3 西村 晃一 東京ヴェルディWINDS 8383 柴田 大助 東京ヴェルディWINDS 6285 14668

4 庄司 憲右 愛媛県競技力向上対策本部/湘南ベルマーレ 7337 倉坂 正人 三菱オートリース株式会社 5710 13047

5 池田 隼平 株式会社カブト 8211 越川 優 横浜メディカルグループ(YMG) 4745 12956

6 佐藤 亮太 雄大グループ／テクノスジャパン 3922 小島 利治 おおすが整形外科 3281 7203

7 永井 雄太 松戸レガロ 4786 Caverly Daniel 2071 6857

8 平良 伸晃 松戸レガロ/D-FORUM 5355 中山 貴洋 KLB 1238 6593

抽選 進藤 涼 トヨタ自動車 2423 小野寺 将克 （有）サンケア 4057 6480

抽選 和田 信二 2516 吉田 英樹 MAGS 3417 5933

抽選 井上 真弥 SANDS 2050 道木 優輝 SANDS 2218 4268

抽選 狩野 僚太 ヴェールタカハシ 1351 原田 真緒 株式会社アートデザイン 2525 3876

補欠1 豊田 茂稔 MAGS 1510 関 寛之 MAGS 1268 3903

※伊藤/黒川ペア、二宮/中山ペアキャンセル

選手１ 選手２

※7月8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。

※上場/平良ペア、平良/中山ペアに変更
※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4戦東京大会

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 10106 村上 礼華 ダイキアクシス 11414 21520

2 藤井 桜子 株式会社市進ホールディングス 7197 熊田 美愛 リソースフォレスト株式会社 9500 16697

3 坂本 実優 4667 沢目 繭 新興和製薬(株)/湘南ベルマーレ 5651 10317

4 森岡 麻衣 ANA 5173 辻村 りこ ANAエアポートサービス(株) 2551 7724

5 本村 嘉菜 アイビークリーン株式会社/sandblock/KLB 3425 酒井 春海 アイビークリーン株式会社 3176 6601

6 浦田 景子 4185 幅口 絵里香 株式会社オーイング 2345 6530

7 新井 晴夏 産業能率大学 2222 坪内 紫苑 松山東雲女子大学 3571 5793

8 田中 姿子 2611 松村 美由紀 ビーチの女王 3139 5750

抽選 南谷 綾華 BMKG株式会社 3171 山田 寿子 1875 5046

抽選 宮川 紗麻亜 3364 吉澤 智恵 1488 4852

抽選 松山 紘子 橋本総業株式会社 1800 畑 恵 KLB 1766 3566

抽選 斎藤 愛莉 2036 井上 夏緒里 B-LINKS 1214 3250

補欠1 柳 希 上越ケーブルビジョン/J breeze 1538 白幡 亜美 上越ケーブルビジョン/J breeze 1556 3094

補欠2 谷田 汐音 産業能率大学 1181 菅原 和子 ＦＯＶＡ 1212 2393

補欠3 片桐 菜摘 株式会社ニンニンドットコム 953 相原 キヤナ 産業能率大学 1026 1979

補欠4 米村 信子 785 櫻井 いづみ 湾岸クラブ 1082 1867

※鈴木/坂口ペア、溝江/橋本ペア、石坪/柴ペア、鈴木/永田ペア、草野/西堀ペア、ワールドツアー参戦のためキャンセル

選手１ 選手２

※7月8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。

2019/7/17

※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4戦東京大会

シーディングリスト
女子




