
※５月１７日時点のJVABV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。

所属
1 幅口 絵里香 株式会社オーイング 3658

藤井 桜子 2992
2 浦田 景子 3990

浦田 聖子 フィナンシャルエージェンシーホワイトサンズ 2060
3 鈴木 千代 産業能率大学 3247

石坪 聖野 産業能率大学 2393
4 田中 麻衣 全日本空輸株式会社(ＡＮＡ) 2592

仲田 莉葉 産業能率大学 2396
5 石井 美樹 山﨑総建株式会社 899

村上 めぐみ 株式会社オーイング 4069
6 足立 沙也夏 産業能率大学 2420

沢目 繭 産業能率大学 2340
7 長谷川 暁子 ミキハウス 530

永田 唯 スポーツクラブＮＡＳ株式会社 3779
8 柳 希 上越ケーブルビジョン・jbreeze 1720

宮川 杏奈 （株）ナルス・jbreeze 2071
9 小野田 恵子 KYUBA 2960

坂口 佳穂 川崎ビーチスポーツクラブ 422
10 宮川 紗麻亜 2049

熊田 美愛 博多スポーツクラブ 971
11 楠原 千秋 25

徳丸 信代 2957
12 中丸 千晶 産業能率大学 1430

柴 麻美 産業能率大学 1419
13 土田 真弓 321
WC 中川 恵 KLB 180
14 山口 茜 株式会社オルソグループ 992

藤田 海琴 神戸学院大学 1114
15 坂本 実優 839

坂口 由里香 1238
16 福田 千代子 BELLONA 1285

駒田 順子 ユーミーらいふ 36
17 長岩 里咲 了徳寺大学 300

南谷 綾華 732
18 井上 夏緒里 393

生田目 しのぶ 616
19 吉田 晶 産業能率大学 548

斎藤 愛莉 川崎ビーチスポーツクラブ 351
20 鈴木 琴巳 静岡ビーチバレークラブ 78

内田 美友 226
21 丸谷 渉 0

田中 真紀 ＦＯＶＡ 15

※出場チームの最終確認は大会当日の受付にて行われます。それまでにチームのキャンセルや選手変更があった
場合、それに基づき順番は入れ替わります。

ｶｳﾝﾄ
チーム

氏名 オフィシャルポイント

JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第２戦横浜大会 エールデザインカップ
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No 時間 set スコア 時間 勝チーム

長岩 里咲 福田 千代子
南谷 綾華 駒田 順子
丸谷 渉 中丸 千晶
田中 真紀 柴 麻美
土田 真弓 鈴木 琴巳
中川 恵 内田 美友
吉田 晶 山口 茜
斎藤 愛莉 藤田 海琴
坂本 実優 井上 夏緒里
坂口 由里香 生田目 しのぶ

幅口 絵里香 福田 千代子
藤井 桜子 駒田 順子

小野田 恵子 柳 希
坂口 佳穂 宮川 杏奈
石井 美樹 中丸 千晶
村上 めぐみ 柴 麻美
鈴木 琴巳 田中 麻衣
内田 美友 仲田 莉葉
鈴木 千代 山口 茜
石坪 聖野 藤田 海琴
楠原 千秋 足立 沙也夏
徳丸 信代 沢目 繭

長谷川 暁子 宮川 紗麻亜
永田 唯 熊田 美愛
坂本 実優 浦田 景子
坂口 由里香 浦田 聖子

幅口 絵里香 小野田 恵子
藤井 桜子 坂口 佳穂
石井 美樹 田中 麻衣
村上 めぐみ 仲田 莉葉
鈴木 千代 楠原 千秋
石坪 聖野 徳丸 信代

長谷川 暁子 浦田 景子
永田 唯 浦田 聖子

幅口 絵里香 石井 美樹
藤井 桜子 村上 めぐみ
鈴木 千代 長谷川 暁子
石坪 聖野 永田 唯

石井 美樹 長谷川 暁子
村上 めぐみ 永田 唯

winner#18

決勝戦

２０ 第５試合 winner#18 vs winner#19 2-1 (21-23,25-23,18-16) 74

winner#15

１９ 第４試合 winner#16 vs winner#17 0-2 (11-21,13-21) 36 winner#17

準決勝

１８ 第３試合 winner#14 vs winner#15 0-2 (13-21,12-21) 37

winner#10

１７ 第２試合 winner#12 vs winner#13 2-0 (21-18,21-12) 42 winner#12

winner#11 2-1 (17-21,21-17,15-11) 61１６ 第２試合 winner#10 vs

winner#6

１５ 第１試合 winner#8 vs winner#9 2-0 (21-9,21-13) 30 winner#8

準々決勝

１４ 第１試合 winner#6 vs winner#7 2-0 (26-24,21-11) 45
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ＪＢＶサテライト 品川SBAシリーズ
第２戦横浜大会 エールデザインカップ
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順位

1位 石井 美樹 山﨑総建株式会社 200
村上 めぐみ 株式会社オーイング 200

２位 長谷川 暁子 ミキハウス 150
永田 唯 スポーツクラブＮＡＳ株式会社 150

３位 幅口 絵里香 株式会社オーイング 120
藤井 桜子 120
鈴木 千代 産業能率大学 120
石坪 聖野 産業能率大学 120

５位 小野田 恵子 KYUBA 86
坂口 佳穂 川崎ビーチスポーツクラブ 86
田中 麻衣 全日本空輸株式会社(ＡＮＡ) 86
仲田 莉葉 産業能率大学 86
楠原 千秋 86
徳丸 信代 86
浦田 景子 86
浦田 聖子 フィナンシャルエージェンシーホワイトサンズ 86

９位 福田 千代子 BELLONA 55
駒田 順子 ユーミーらいふ 55
柳 希 上越ケーブルビジョン・jbreeze 55
宮川 杏奈 （株）ナルス・jbreeze 55
中丸 千晶 産業能率大学 55
柴 麻美 産業能率大学 55
鈴木 琴巳 静岡ビーチバレークラブ 55
内田 美友 55
山口 茜 株式会社オルソグループ 55
藤田 海琴 神戸学院大学 55
足立 沙也夏 産業能率大学 55
沢目 繭 産業能率大学 55
宮川 紗麻亜 55
熊田 美愛 博多スポーツクラブ 55
坂本 実優 55
坂口 由里香 55

17位 長岩 里咲 了徳寺大学 32
南谷 綾華 32
丸谷 渉 32
田中 真紀 ＦＯＶＡ 32
土田 真弓 32
中川 恵 KLB 32
吉田 晶 産業能率大学 32
斎藤 愛莉 川崎ビーチスポーツクラブ 32
井上 夏緒里 32
生田目 しのぶ 32
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ＪＢＶサテライト 品川SBAシリーズ
第２戦横浜大会 エールデザインカップ

最終順位
女子

氏 名（所 属） 日本ランキングポイント
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