
第33回ビーチバレージャパン 予選スケジュール[ ８／１0（土） ] 修正版 2019/8/9更新

10:30 1 6 畑 信也 / 北川 綾哉 (福岡) vs. 43 bye 10:30 1 2 梅野 涼 / 小森 優希 (長崎) vs. 47 bye

2 30 森 諒介 / 井出 伸一 (愛媛) vs. 19 前田 洋平 / 戸田 昭宏 (滋賀) 2 26 福田 大介 / 鈴木 太郎 (兵庫) vs. 23 林 夢人 / 佐藤 裕樹 (広島)

3 18 道本 祥宜 / 田 寛 (和歌山) vs. 31 立野 孝幸 / 小松 大介 (茨城) 3 14 浜田 翔太 / テイラー・ヒッグス (埼玉) vs. 35 湧川 朝貴 / 新垣 智久 (沖縄)

4 42 阿部 友幸 / 山澤 祐斗 (東北ブロック) vs. 7 澁谷 仁史 / 中谷 祐至 (鹿児島) 4 38 松本 豊典 / 田中 大登 (栃木) vs. 11 松本 和博 / 宮田 航輔 (千葉)

5 敗者1(bye) vs. 敗者2 5 敗者1(bye) vs. 敗者2

6 敗者3 vs. 敗者4 6 敗者3 vs. 敗者4

7 勝者1 vs. 勝者2 7 勝者1 vs. 勝者2

8 勝者3 vs. 勝者4 8 勝者3 vs. 勝者4

9 勝者6 vs. 敗者7 9 勝者6 vs. 敗者7

10 勝者5 vs. 敗者8 10 勝者5 vs. 敗者8

10:30 1 5 三宅 隆人 / 牛腸 也真人 (新潟) vs. 44 bye 10:30 1 3 副島 慶太 / 瀬田 久史 (佐賀) vs. 46 bye

2 29 福原 大樹 / 上野城 将志 (島根) vs. 20 山中 尚貴 / 井上 航 (高知) 2 27 中原 賢治 / 寺 勇隆 (近畿ブロック) vs. 22 吉井 清英 / 美濃 智博 (香川)

3 17 伊吹 政人 / 奥田 祥太 (岐阜) vs. 32 中村 久遠 / 佐々木 貴也 (群馬) 3 15 深石 圭 / 金子 達哉 (北信越ブロック) vs. 34 山下 淳 / 徳富 隆史 (山口)

4 41 川口 憂哉 / 木嶋 亮太 (熊本) vs. 8 松本 大翼 / 田端 久貴 (鳥取) 4 39 佐々木 匠 / 菊田 洋一 (岩手) vs. 10 宮本 健司 / 谷野 泰弘 (石川)

5 敗者1(bye) vs. 敗者2 5 敗者1(bye) vs. 敗者2

6 敗者3 vs. 敗者4 6 敗者3 vs. 敗者4

7 勝者1 vs. 勝者2 7 勝者1 vs. 勝者2

8 勝者3 vs. 勝者4 8 勝者3 vs. 勝者4

9 勝者6 vs. 敗者7 9 勝者6 vs. 敗者7

10 勝者5 vs. 敗者8 10 勝者5 vs. 敗者8

10:30 1 1 豊田 茂稔 / 関 寛之 (静岡) vs. 48 bye 10:30 1 4 山口 孝広 / 金子 勝俊 (山形) vs. 45 bye

2 25 武田 正弘 / 堀内 琢也 (東北ブロック) vs. 24 加藤 貴士 / 河野 育瑠 (九州ブロック) 2 28 三島 英徳 / 河野 愛土 (長野) vs. 21 徳永 洋平 / 林 貴喜 (九州ブロック)

3 13 菱田 一輔 / 藤木 洋平 (三重) vs. 36 渡邉 達也 / 北田 基騎 (福井) 3 16 福原 徹 / 丹澤 耕平 (徳島) vs. 33 田中 聖士 / 佐藤 耕平 (山梨)

4 37 浅野 弘賢 / 工藤 一成 (北海道) vs. 12 森川 太地 / 渡辺 有人 (神奈川②) 4 40 小谷 優翔 / 小谷 翔也 (京都) vs. 9 加藤 修吾 / 紺野 真幹 (福島)

5 敗者1(bye) vs. 敗者2 5 敗者1(bye) vs. 敗者2

6 敗者3 vs. 敗者4 6 敗者3 vs. 敗者4

7 勝者1 vs. 勝者2 7 勝者1 vs. 勝者2

8 勝者3 vs. 勝者4 8 勝者3 vs. 勝者4

9 勝者6 vs. 敗者7 9 勝者6 vs. 敗者7

10 勝者5 vs. 敗者8 10 勝者5 vs. 敗者8

※byeの試合は次の試合が繰り上がります。全コート第１試合目がbyeのため、第２試合目の対戦が第１試合となります。
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第33回 ビーチバレージャパン 決勝トーナメントスケジュール
[ ８／１１（日） ] 修正版

2019/8/9更新

コート コート

9:00 BVJ #1 1 石島 雄介/白鳥 勝浩 vs. 32 9:00 BVJ #2 17 vs. 16

BVJ #9 3 伊藤 遼河/黒川 寛輝ディラン vs. 30 BVJ #6 21 vs. 12

BVJ #16 31 vs. 2 関東 亨哉/中川 成仁 BVJ #15 15 vs. 18

BVJ #11 11 vs. 22 BVJ #14 23 vs. 10

BVJ #17 #1winner vs. #2winner BVJ #18 #3winner vs. #4winner

M1 W1 西堀 健実/草野 歩 vs. W8 松山 紘子/畑 恵 BVJ #24 #15winner vs. #16winner

M4 W7 宮川 紗麻亜/新井 晴夏 vs. W2 浦田 景子/幅口 絵里香 BVJ #22 #11winner vs. #12winner

BVJ #25 #17winner vs. #18winner BVJ #26 #19winner vs. #20winner

コート コート

9:00 BVJ #4 25 vs. 8 二宮 大和/吉原 俊介 9:00 BVJ #3 9 vs. 24

BVJ #8 29 vs. 4 永井 雄太/中山 貴洋 BVJ #7 13 vs. 20

BVJ #5 5 吉田 英樹/和田 信二 vs. 28 BVJ #10 19 vs. 14

BVJ #12 27 vs. 6 島袋 康隆/井上 真弥 BVJ #13 7 狩野 僚太/原田 真緒 vs. 26

BVJ #21 #9winner vs. #10winner BVJ #20 #7winner vs. #8winner

M2 W5 南谷 綾華/山田 寿子 vs. W4 田中 姿子/松村 美由紀 BVJ #19 #5winner vs. #6winner

M3 W5 本村 嘉菜/酒井 春海 vs. W6 坪内 紫苑/松尾 優美 BVJ #23 #13winner vs. #14winner

BVJ #28 #23winner vs. #24winner BVJ #27 #21winner vs. #22winner
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第33回 ビーチバレージャパン 決勝トーナメントスケジュール
[ 8／12（月・祝） ]

コート

9:30 女子準決勝 M5 M1winner vs. M2winner

女子準決勝 M6 M3winner vs. M4winner

男子準決勝 BVJ #29 #25winner vs. #26winner

男子準決勝 BVJ #30 #27winner vs. #28winner

女子決勝 M7 M5winner vs. M6winner

男子決勝 BVJ #31 #29winner vs. #30winner

A

キッズダンス（約10分）

表彰式・閉会式


