
No 時間 set スコア 時間

松田 侑季 比留間 友思
鈴木 彩乃 オト 恵美里
佐藤 恵 松本 恋
中野 清香 松本 穏
菅原 和子 松尾 智子
谷田 汐音 中野 志保
柿澤 わか菜 渡邊 典代
山口 千代子 佐々木 彩実
宮本 小百合 片桐 菜摘
櫻井 いづみ 生田目 しのぶ

永田 唯 比留間 友思
新井 晴夏 オト 恵美里
西 美穂 松山 紘子

松村 美由紀 畑 恵
幅口 絵里香 松本 恋
辻村 りこ 松本 穏
松尾 智子 薮見 真歩
中野 志保 坪内 紫苑
南谷 綾華 渡邊 典代
山田 寿子 佐々木 彩実
川村 淑乃 浦田 景子
坂脇 桃巴 米村 信子
奥野 由 柳 希
山田 紗也香 白幡 亜美
片桐 菜摘 鈴木 悠佳子

生田目 しのぶ 永鳥 サディア

永田 唯 西 美穂
新井 晴夏 松村 美由紀

幅口 絵里香 薮見 真歩
辻村 りこ 坪内 紫苑
南谷 綾華 浦田 景子
山田 寿子 米村 信子
奥野 由 鈴木 悠佳子

山田 紗也香 永鳥 サディア

西 美穂 幅口 絵里香
松村 美由紀 辻村 りこ
浦田 景子 奥野 由
米村 信子 山田 紗也香

西 美穂 奥野 由
松村 美由紀 山田 紗也香
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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

試合結果
女子
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Round ３

14 9:30 winner#6 vs winner#7 1-2 21-11,19-21,13-15 57

15 9:30 winner#8 vs winner#9 2-1 27-29,21-16,15-11 69

winner#11 1-2 21-19,14-21,15-17 6216 10:53 winner#10 vs

40

17 10:37 winner#12 vs winner#13 2-1 21-11,17-21,15-9 52

53

Semifinals

18 11:45 winner#14 vs winner#15 2-0 21-19,21-18

19 12:37 winner#16 vs winner#17 1-2 21-14,16-21,13-15

2-1 21-15,21-23,15-9 54

Final

20 14:00 winner#18 vs winner#19


