
所属
1 永田 唯 スポーツクラブNAS株式会社 6590

新井 晴夏 産業能率大学 2329
2 鈴木 悠佳子 荒井商事株式会社/湘南ベルマーレ 8157

永鳥 サディア 産業能率大学 0
3 南谷 綾華 BMKG株式会社 3030

山田 寿子  2778
4 薮見 真歩 日本体育大学 1537

坪内 紫苑 松山東雲女子大学 3939
5 幅口 絵里香 株式会社オーイング 812

辻村 りこ ANAエアポートサービス株式会社 4274
6 浦田 景子 フリー 3684

米村 信子  825
7 奥野 由 産業能率大学 1718

山田 紗也香 産業能率大学 1736
8 松山 紘子 橋本総業株式会社 1755

畑 恵 KLB 1648
9 西 美穂 日本体育大学 1111

松村 美由紀 ビーチの女王 2200
10 柳 希 上越ケーブルビジョン／Jbreeze 1372

白幡 亜美 上越ケーブルビジョン／Jbreeze 1466
11 川村 淑乃 武庫川女子大学 1014

坂脇 桃巴 武庫川女子大学 918
12 松本 恋 Mt.dogs 848
WC 松本 穏 Mt.dogs 1029
13 菅原 和子 FOVA 728

谷田 汐音 産業能率大学 876
14 渡邊 典代 MAGS 855

佐々木 彩実 東京消防庁 594
15 宮本 小百合  323

櫻井 いづみ 湾岸クラブ 905
16 比留間 友思 産業能率大学 631

オト 恵美里 産業能率大学 301
17 松田 侑季  148
WC 鈴木 彩乃  42
18 片桐 菜摘 ニンニンドットコム 622

生田目 しのぶ  302
19 柿澤 わか菜 湾岸クラブ 269

山口 千代子  592
20 松尾 智子 SVC 305

中野 志保 SVC 318
21 佐藤 恵  415

中野 清香  193
※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。
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シーディングリスト
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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
新井 晴夏
西 美穂 松山 紘子

松村 美由紀 畑 恵
幅口 絵里香
辻村 りこ

薮見 真歩
坪内 紫苑

南谷 綾華
山田 寿子
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

鈴木 悠佳子
永鳥 サディア
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ドロー表
女子

1 vs

2 vsseed21

seed17

seed12

Round 2

seed16

Round 1

Round ３

14 winner#6 vs winner#7

15 winner#8 vs winner#9

winner#1116 winner#10 vs

17 winner#12 vs winner#13

Semifinals

18 winner#14 vs winner#15

19 winner#16 vs winner#17

※NOは試合順ではありません。

Final

20 winner#18 vs winner#19


