
所属
1 和田 信二  3459

吉田 英樹 MAGS 3852
2 小野寺 将克 有限会社サンケア 3318

中山 貴洋 KLB 2539
3 小川 将司 株式会社ポピンズ 526

小島 利治 おおすが整形外科/CasaAcogidaParaguay 4515
4 Higgs Taylor  737

Caverly Dan  3946
5 松本 健作 湘南太郎 882

伊藤 遼河 国士舘大学 2875
6 進藤 涼 トヨタ自動車 2070

黒川 魁 NTTコムウェア 1459
7 小森 優希 KYUBA 1399

瀬田 久史  870
8 豊田 茂稔 MAGS 1248

関 寛之 MAGS 999
9 梅野 涼  1368

中嶋 誠司  864
10 島袋 康隆 海鮮料理島/BTOC 1865

鈴木 太郎 BTOC/鈴木酒店 181
11 高橋 将史 株式会社FREED 1025

山口 和也  216
12 宮田 航輔  491

松本 和博  639
13 畑 信也  404

林 貴喜 福岡大学 610
14 高崎 裕麻 愛知学院大学 437
WC 新垣 大地 愛知学院大学 454
15 伊吹 政人 BELLONA 380

藤木 洋平  491
16 佐藤 亮 仙台大学 197

金子 達哉 D-FORUM 554
17 市川 慶祐 アイシンAW(株) / VELLPUSH 106
WC 西 洋明 アイシン機工(株) / SUNRICE 65
18 菱田 一輔  498

奥田 祥太  252
19 渡邉 晃成 国士舘大学 217

時任 宗一郎 中央学院大学 421
20 前田 洋平  330

戸田 昭宏  185
21 宮崎 彰吾  185

中山 辰彦 SBC 312
22 今井 勇太 田辺三菱製薬株式会社 239

瀬井 達也 国際石油開発帝石 228
23 山口 孝司  22

喜嶋 敏樹  414
24 寺 勇隆  132

山中 尚貴  216
25 谷下 諒  79

藤原 澄人  47
※9月23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。

ジャパンビーチバレーボールツアー2019サテライト大成温調シリーズ
第5戦碧南大会

シーディングリスト
男子

ｶｳﾝﾄ
チーム

氏名 オフィシャルポイント

7311
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4683
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750

638

515

3757

3529

2269

2247

2232

2046
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No 時間 set スコア 時間

市川 慶祐 佐藤 亮
西 洋明 金子 達哉

梅野 涼 寺 勇隆
中嶋 誠司 山中 尚貴
谷下 諒 豊田 茂稔
藤原 澄人 関 寛之
宮崎 彰吾 宮田 航輔
中山 辰彦 松本 和博
畑 信也 前田 洋平
林 貴喜 戸田 昭宏

渡邉 晃成 高崎 裕麻
時任 宗一郎 新垣 大地
高橋 将史 今井 勇太
山口 和也 瀬井 達也
山口 孝司 島袋 康隆
喜嶋 敏樹 鈴木 太郎
伊吹 政人 菱田 一輔
藤木 洋平 奥田 祥太

和田 信二
吉田 英樹

松本 健作
伊藤 遼河

Higgs Taylor
Caverly Dan

小川 将司
小島 利治

進藤 涼
黒川 魁

小森 優希
瀬田 久史

小野寺 将克
中山 貴洋

winner#2 winner#3

12

11

10

vs

Seed1 winner#1

9 seed15 seed18

seed23 vs seed10

vs

7 seed11 vs

5

Seed3

Seed6winner#7 vs

16

winner#9

Seed7

17 vs Seed2

Seed5

13 winner#5

14

15

vs
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ジャパンビーチバレーボールツアー2019サテライト大成温調シリーズ
第5戦碧南大会

ドロー表
男子

1 vs

2

4 vsseed21

vs

seed17

seed12

Round 2

3 seed8

seed9

seed25

seed16

seed24

Round 1

Round ３

18 winner#10 vs winner#11

19 winner#12 vs winner#13

winner#1520 winner#14 vs

21 winner#16 vs winner#17

Semifinals

22 winner#18 vs winner#19

23 winner#20 vs winner#21

※NOは試合順ではありません。

Final

24 winner#22 vs winner#23


