
※大会５日前(5/8版ﾗﾝｷﾝｸﾞ）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 小野田 恵子 KYUBA 3435

熊田 美愛 セントランス株式会社 3309
2 宮川 紗麻亜  3362

駒田 順子 ユーミーらいふ 3353
3 山田 寿子 株式会社オーイング 3319

宮川 杏奈 (株)ナルス/J-BREEZE 3180
4 柳 希 上越ケーブルビジョン／Jbreeze 1863

松山 紘子  4541
5 幅口 絵里香 株式会社オーイング 4067

藤田 海琴 株式会社マーケットワン 1880
6 足立 沙也夏 産業能率大学 2889

沢目 繭 産業能率大学 2866
7 田中 麻衣 全日本空輸株式会社(ANA) 3610

柴 麻美 産業能率大学 1977
8 鈴木 千代 クロス・ヘッド株式会社 4985

二見 梓  14
9 松村 美由紀 ビーチの女王/株式会社COTE 4535

和田 麻里江 トヨタ自動車株式会社 83
10 石坪 聖野 産業能率大学 4544

池内 文香 東京女子体育大学 57
11 浦田 景子  4264

北村 名都子  42
12 仲田 莉葉 産業能率大学 2560

坂口 由里香  1239
13 大場 しほ子 KLB 480

坂本 実優 医療法人社団明朋会増田外科 3191
14 徳丸 信代  2445

井上 夏緒里 B-LINKS 841
15 楠原 千秋 伊予市役所 2254

坪内 紫苑 松山東雲女子大学 871
16 鈴木 悠佳子 マイナビ/KBSC 1265

坂口 佳穂 マイナビ/KBSC 1545
17 黄 秀京  1118

斎藤 愛莉 川崎ビーチスポーツクラブ 787
18 菅原 和子 FOVA 884

南谷 綾華  582
19 吉田 晶 産業能率大学 959

若井 衣有 産業能率大学 396
20 福田 千代子 BELLONA 1028

酒井 春海 川崎ビーチスポーツクラブ 321
21 御手洗 瀬奈  613

北村 咲幸  577
22 鈴木 琴巳 静岡ビーチバレークラブ 490

生田目 しのぶ  617
23 柿澤 わか菜 了徳寺大学 619

今井 純子  262
24 藪見 真歩 日本体育大学 793

渡部 澪美 日本体育大学 0

JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第１戦横浜大会　残波カップ

シーディングリスト（暫定）
女子

※出場チームの 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
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No 時間 set スコア

黄 秀京 鈴木 悠佳子
斎藤 愛莉 坂口 佳穂
松村 美由紀 藪見 真歩
和田 麻里江 渡部 澪美

御手洗 瀬奈 仲田 莉葉
北村 咲幸 坂口 由里香
大場 しほ子 福田 千代子
坂本 実優 酒井 春海
吉田 晶 徳丸 信代
若井 衣有 井上 夏緒里
浦田 景子 鈴木 琴巳
北村 名都子 生田目 しのぶ
柿澤 わか菜 石坪 聖野
今井 純子 池内 文香
楠原 千秋 菅原 和子
坪内 紫苑 南谷 綾華

小野田 恵子 黄 秀京
熊田 美愛 斎藤 愛莉
松村 美由紀 鈴木 千代
和田 麻里江 二見 梓
幅口 絵里香 仲田 莉葉
藤田 海琴 坂口 由里香
大場 しほ子 柳 希
坂本 実優 松山 紘子
山田 寿子 徳丸 信代
宮川 杏奈 井上 夏緒里
浦田 景子 足立 沙也夏
北村 名都子 沢目 繭
田中 麻衣 石坪 聖野
柴 麻美 池内 文香

菅原 和子 宮川 紗麻亜
南谷 綾華 駒田 順子

小野田 恵子 鈴木 千代
熊田 美愛 二見 梓
仲田 莉葉 大場 しほ子
坂口 由里香 坂本 実優
山田 寿子 足立 沙也夏
宮川 杏奈 沢目 繭
田中 麻衣 宮川 紗麻亜
柴 麻美 駒田 順子

小野田 恵子 仲田 莉葉
熊田 美愛 坂口 由里香
山田 寿子 田中 麻衣
宮川 杏奈 柴 麻美

仲田 莉葉 田中 麻衣
坂口 由里香 柴 麻美
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試合結果
女子

1 (21-18,14-21,15-9vs

2

3 vsseed21

9:45 seed17

(22-24,14-21)0-2

(15-21,10-21)

seed12 (17-21.12-21)

(18-21,19-21)

２回戦

10:45

seed9

seed16

seed24

１回戦

10:57

9:48

準々決勝

17 9:30 winner#9 vs winner#10 2-1 (21-18,17-21,15-11)

18 9:30 winner#11 vs winner#12 2-1 (22-20,14-21,15-12)

winner#14 2-0 (21-18,21-13)19 10:34 winner#13 vs

20 10:36 winner#15 vs winner#16 2-1 (24-26,21-14,15-12)

準決勝

21 11:55 winner#17 vs winner#18 1-2 (19-21,21-17,9-15)

22 13:00 winner#19 vs winner#20 1-2 (21-17,14-21,8-15)

決勝戦

23 14:30 winner#21 vs winner#22 1-2 (13-21,21-17,14-16)



順位

1位 田中 麻衣 全日本空輸株式会社(ANA) 200
柴 麻美 産業能率大学 200

２位 仲田 莉葉 産業能率大学 150
坂口 由里香 150

３位 小野田 恵子 KYUBA 120
熊田 美愛 セントランス株式会社 120
山田 寿子 株式会社オーイング 120
宮川 杏奈 (株)ナルス/J-BREEZE 120

５位 鈴木 千代 クロス・ヘッド株式会社 86
二見 梓 86
大場 しほ子 KLB 86
坂本 実優 医療法人社団明朋会増田外科 86
足立 沙也夏 産業能率大学 86
沢目 繭 産業能率大学 86
宮川 紗麻亜 86
駒田 順子 ユーミーらいふ 86

９位 黄 秀京 55
斎藤 愛莉 川崎ビーチスポーツクラブ 55
松村 美由紀 ビーチの女王/株式会社COTE 55
和田 麻里江 トヨタ自動車株式会社 55
幅口 絵里香 株式会社オーイング 55
藤田 海琴 株式会社マーケットワン 55
柳 希 上越ケーブルビジョン／Jbreeze 55
松山 紘子 55
徳丸 信代 55
井上 夏緒里 B-LINKS 55
浦田 景子 55
北村 名都子 55
石坪 聖野 産業能率大学 55
池内 文香 東京女子体育大学 55
菅原 和子 FOVA 55
南谷 綾華 55

17位 鈴木 悠佳子 マイナビ/KBSC 32
坂口 佳穂 マイナビ/KBSC 32
藪見 真歩 日本体育大学 32
渡部 澪美 日本体育大学 32
御手洗 瀬奈 32
北村 咲幸 32
福田 千代子 BELLONA 32
酒井 春海 川崎ビーチスポーツクラブ 32
吉田 晶 産業能率大学 32
若井 衣有 産業能率大学 32
鈴木 琴巳 静岡ビーチバレークラブ 32
生田目 しのぶ 32
柿澤 わか菜 了徳寺大学 32
今井 純子 32
楠原 千秋 伊予市役所 32
坪内 紫苑 松山東雲女子大学 32
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終順位
女子

氏　名（所　属） オフィシャルポイント
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