
ﾎﾟｲﾝﾄ
氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 計

1 西村 晃一 東京ヴェルディWINDS 10080 柴田 大助 東京ヴェルディWINDS 8029 18109

2 佐藤 亮太 雄大グループ/ テクノスジャパン 4925 平良 伸晃 松戸レガロ/D-FORUM 6223 11148

3 土屋 宝士 8646 伊藤 遼河 国士舘大学 2493 11139

4 永井 雄太 松戸レガロ 4970 Caverly Daniel 2996 7966

5 和田 信二 フリー 2499 吉田 英樹 MAGS 3475 5974

6 進藤 涼 トヨタ自動車 1830 小野寺 将克 （有）サンケア 3471 5301

7 中山 貴洋 KLB 1605 井上 真弥 sands 1368 2973

8 黒川 魁 NTTコムウェア 1447 黒川 寛輝ディラン 国士舘大学 1251 2698

抽選 豊田 茂稔 MAGS 1184 関 寛之 MAGS 1142 2326

抽選 松本 健作 湘南太郎 712 島袋 康隆 海鮮料理島/BTOC 1462 2174

抽選 林 貴喜 KYUBA 233 林 夢人 グランビーズ広島 222 455

WC抽選 森 諒介 松山大学 98 井出 伸一 株式会社ゆめのカンパニー 70 168

補欠１ 喜嶋 敏樹 409 高島 健心 582 991

WC・・・ワイルドカードの略。

※Seed9～12は抽選により決定します。

選手１ 選手２

※8月12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。

マイナビジャパンビーチバレーボールツアー２０１９
第5戦松山大会

シーディングリスト
男子

ｶｳﾝﾄ



ﾎﾟｲﾝﾄ
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 12261 村上 礼華 ダイキアクシス 13369 25630

2 石坪 聖野 at home 10052 柴 麻美 株式会社帝国データバンク 9936 19987

3 藤井 桜子 株式会社市進ホールディングス 8030 熊田 美愛 リソースフォレスト株式会社 9073 17103

4 鈴木 悠佳子 荒井商事/湘南ベルマーレ 7867 永田 唯 スポーツクラブNAS株式会社 6983 14850

WC5 坪内 紫苑 松山東雲女子大学 3623 松尾 優美 松山東雲女子大学 1672 5295

6 坂本 実優 5107 沢目 繭 新興和製薬(株)/湘南ベルマーレ 6091 11197

7 森岡 麻衣 ANA 5524 辻村 りこ ANAエアポートサービス(株) 3876 9400

8 本村 嘉菜 アイビークリーン株式会社/sandblock/KLB 3445 酒井 春海 アイビークリーン株式会社 3316 6761

抽選 南谷 綾華 BMKG株式会社 3119 山田 寿子 2332 5451

抽選 浦田 景子 3584 幅口 絵里香 株式会社オーイング 1760 5344

抽選 宮川 紗麻亜 2771 吉澤 智恵 1805 4576

WC抽選 斎藤 愛莉 フリー 1851 井上 夏緒里 B-LINKS 1108 2959

補欠1 松村 美由紀 ビーチの女王 2452 西 美穂 日本体育大学 1575 4027

補欠2 藪見 真歩 日本体育大学 1806 新井 晴夏 産業能率大学 1918 3724

補欠3 松山 紘子 橋本総業株式会社 1807 畑 恵 KLB 1757 3564

補欠4 奥野 由 産業能率大学 1632 山田 紗也香 産業能率大学 1753 3385

補欠5 柳 希 上越ケーブルビジョン/J breeze 1477 白幡 亜美 上越ケーブルビジョン/J breeze 1596 3073

補欠6 菅原 和子 ＦＯＶＡ 1006 谷田 汐音 産業能率大学 955 1961

WC・・・ワイルドカードの略。

※Seed9～12は抽選により決定します。

選手２

※8月12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。

マイナビジャパンビーチバレーボールツアー２０１９
第5戦松山大会

シーディングリスト
女子

ｶｳﾝﾄ
選手１


