
選手１  所属 ポイント 選手２  所属 ポイント 合計

1 推薦 石島 雄介 トヨタ自動車（株） 9828 白鳥 勝浩 トヨタ自動車（株） 10462 20290

2 大学１ 関東 亨哉 神戸学院大学 0 中川 成仁 神戸学院大学 0 0

3 大学２ 伊藤 遼河 国士館大学 2452 黒川 寛輝ディラン 国士館大学 1382 3834

第33回ビーチバレージャパン／推薦シード

※ポイント基準日／2019年7月16日

※柴田/西村ペア、池田/越川ペア、庄司/倉坂ペア、上場/平良ペアは辞退（ワールドツアー参戦等）

2019/8/9更新

※村上/土屋ペアはアジアツアー参戦中のため辞退



第33回ビーチバレージャパン／都道府県代表チーム

シード ブロック 都道府県 選手名① ポイント 選手名② ポイント 合計ポイント

予選免除 関東 東京 永井 雄太 4886 中山 貴洋 1338 6224

予選免除 東海 愛知 吉田 英樹 3447 和田 信二 2546 5993

予選免除 近畿 大阪 島袋 康隆 1861 井上 真弥 1850 3711

予選免除 東北 宮城 狩野 僚太 1211 原田 真緒 2308 3519

予選免除 関東 神奈川① 二宮 大和 1601 吉原 俊介 1494 3095

1 東海 静岡 豊田 茂稔 1484 関 寛之 1228 2712

2 九州 長崎 梅野 涼 1144 小森 優希 1207 2351

3 九州 佐賀 副島 慶太 910 瀬田 久史 916 1826

4 東北 山形 山口 孝広 436 金子 勝俊 942 1378

5 北信越 新潟 三宅 隆人 593 牛腸 也真人 643 1236

6 九州 福岡 畑 信也 659 北川 綾哉 392 1050

7 九州 鹿児島 澁谷 仁史 380 中谷 祐至 625 1005

8 中国 鳥取 松本 大翼 100 田端 久貴 843 943

9 東北 福島 加藤 修吾 410 紺野 真幹 410 820

10 北信越 石川 宮本 健司 384 谷野 泰弘 367 751

11 関東 千葉 松本 和博 509 宮田 航輔 241 750

12 関東 神奈川② 森川 太地 0 渡辺 有人 681 681

13 東海 三重 菱田 一輔 327 藤木 洋平 327 654

14 関東 埼玉 浜田 翔太 84 テイラー・ヒッグス 553 637

15 北信越 北信越ブロック 深石 圭 0 金子 達哉 635 635

16 四国 徳島 福原 徹 103 丹澤 耕平 492 595

17 東海 岐阜 伊吹 政人 497 奥田 祥太 83 580

18 近畿 和歌山 道本 祥宜 350 田 寛 198 548

19 近畿 滋賀 前田 洋平 319 戸田 昭宏 224 543

20 四国 高知 山中 尚貴 157 井上 航 315 472

21 九州 九州ブロック 徳永 洋平 151 林 貴喜 233 384

22 四国 香川 吉井 清英 0 美濃 智博 375 375

23 中国 広島 林 夢人 299 佐藤 裕樹 53 352

24 九州 九州ブロック 加藤 貴士 278 河野 育瑠 61 339

25 東北 東北ブロック 武田 正弘 99 堀内 琢也 174 273

26 近畿 兵庫 福田 大介 25 鈴木 太郎 246 271

27 近畿 近畿ブロック 中原 賢治 127 寺 勇隆 105 232

28 北信越 長野 三島 英徳 179 河野 愛土 0 179

29 中国 島根 福原 大樹 110 上野城 将志 67 177

30 四国 愛媛 森 諒介 98 井出 伸一 70 168

31 関東 茨城 立野 孝幸 140 小松 大介 0 140

32 関東 群馬 中村 久遠 67 佐々木 貴也 67 134

33 関東 山梨 田中 聖士 43 佐藤 耕平 43 86

34 中国 山口 山下 淳 27 徳富 隆史 59 86

35 九州 沖縄 湧川 朝貴 42 新垣 智久 0 42

36 北信越 福井 渡邉 達也 18 北田 基騎 0 18

37 北海道 北海道 浅野 弘賢 0 工藤 一成 0 0

38 関東 栃木 松本 豊典 0 田中 大登 0 0

39 東北 岩手 佐々木 匠 0 菊田 洋一 0 0

40 近畿 京都 小谷 優翔 0 小谷 翔也 0 0

41 九州 熊本 川口 憂哉 0 木嶋 亮太 0 0
42 東北 東北ブロック 阿部 友幸 0 山澤 祐斗 0 0

※seed３３～３４は抽選により決定

※seed３７～４２は抽選により決定（同ポイントは都道府県代表が上位シード）

※2019年7月16日版ポイント2019/8/9更新
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