
No 時間 set スコア 時間

板橋 莉子 佐々木 彩実
大友 紫苑 加藤 直美
山口 千代子 渡邊 典代
境野 祐梨 土屋 瑞祈
周 美香 柿澤 わか菜

櫻井 いづみ 遠藤 彩香
土田 真弓 片桐 菜摘

久保口 三波 生田目 しのぶ
佐藤 恵 浦田 紗弥
中野 清香 松尾 智子

森岡 麻衣 佐々木 彩実
辻村 りこ 加藤 直美
斎藤 愛莉 柳 希
井上 夏緒里 白幡 亜美
谷田 汐音 山口 千代子
新井 晴夏 境野 祐梨
柿澤 わか菜 山田 寿子
遠藤 彩香 南谷 綾華
浦田 景子 片桐 菜摘
池田 杏奈 生田目 しのぶ
藪見 真歩 松村 美由紀
菅原 和子 松本 美友
松山 紘子 奥野 由
畑 恵 山田 紗也香

佐藤 恵 本村 嘉菜
中野 清香 酒井 春海

森岡 麻衣 柳 希
辻村 りこ 白幡 亜美
山口 千代子 山田 寿子
境野 祐梨 南谷 綾華
浦田 景子 藪見 真歩
池田 杏奈 菅原 和子
奥野 由 本村 嘉菜
山田 紗也香 酒井 春海

森岡 麻衣 山田 寿子
辻村 りこ 南谷 綾華
藪見 真歩 奥野 由
菅原 和子 山田 紗也香

森岡 麻衣 奥野 由
辻村 りこ 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３戦高萩大会 ユーデザインカップ

ドロー／試合結果
女子

1 18-21,21-16,7-15vs

2 vsseed21

9:45 seed17

54
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Round 2

11:33

33

51

48seed16

Round 1

10:48

Round ３

14 9:30 winner#6 vs winner#7 2-0 17-21,21-14,15-11 51

15 9:30 winner#8 vs winner#9 0-2 10-21,15-21 28

winner#11 1-2 21-12,17-21,13-15 5116 10:31 winner#10 vs

47

17 10:20 winner#12 vs winner#13 2-0 21-15,21-12 35

31

Semifinals

18 11:35 winner#14 vs winner#15 2-1 19-21,21-18,15-7

19 11:42 winner#16 vs winner#17 0-2 8-21,15-21

2-1 21-13,20-22,18-16 59

※NOは試合順ではありません。

Final

20 12:44 winner#18 vs winner#19


