
※７月１4日時点の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 小野寺 将克 1183

上場 雄也 5404
2 佐藤 洸祐 2435

土屋 宝士 WINDS 3986
3 鈴木 太郎 芦屋大学 2356

畑 信也 ペボニア・ボタニカ 3338
4 吉田 英樹 3909

堀内 琢也 209
5 松本 大翼 湘南ベルマーレ 3455

岩下 雄人 湘南ベルマーレ 597
6 濱口 康司 1915

副島 慶太 KYUBA 1673
7 渡辺 聡 1506

島袋 康隆 大和川クラブ 1998
8 中山 貴洋 KLB 2011

板橋 正人 1480
9 松本 健作 お台場ビーチフレンズ 1736

吉原 俊介 湘南太郎 1621
10 長谷川 健太 Ｄ－ＦＯＲＵＭ 448

中谷 祐至 お台場ビーチフレンズ 2699
11 和田 信二 714

瀬田 久史 1854
12 永井 雄太 湘南太郎 810

二宮 大和 JA湘南 1562
13 立野 孝幸 ＳａｎｄＢｌｏｃｋ 831
WC 松葉 洋弥 ＣＯＬＡＮＣＯＬＡＮ 612
14 浦田 哲平 ザビ 570

林 宏樹 フリー 1289
15 遠藤 勉 湘南太郎 720

山口 孝広 リプロ住設 1005
16 久保田 大祐 湾岸クラブ 838

中村 裕一 853
17 青木 大 269

辺見 智弘 1152
18 金子 勝俊 癒しの手 822

浅岡 遥太 東京ヴェルディ 575
19 田端 久貴 湘南太郎 769

戸田 昭宏 ＳＶＣ 543
20 鵜澤 孝平 湾岸クラブ 874

鈴木 雄一 190
21 牛腸 也真人 仙台大学 371

狩野 僚太 574
22 佐藤 亮太 川崎ビーチスポーツクラブビーチバレーアカデミー 543

山口 孝司 川崎ビーチスポーツクラブ 296
23 石川 龍介 日本体育大学 150

佐藤 亨輔 510
24 阿部 翔太 194

北村 武也 105
25 宮田 航輔 東京ヴェルディ 125

安田 龍太郎 83

JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第３戦高萩大会 エヌエーカップ

シーディング（暫定）
男子

※出場チームの最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

6587

6421

5694

4118

4052

3588

3504

3491

3357

3147

2568

2372

1443

1859

1725

1691

1421

1397

1312

1064

945

839

660

299

208



No 時間 set スコア

青木 大 久保田 大祐
辺見 智弘 中村 裕一
松本 健作 阿部 翔太
吉原 俊介 北村 武也
宮田 航輔 中山 貴洋
安田 龍太郎 板橋 正人
牛腸 也真人 永井 雄太
狩野 僚太 二宮 大和
立野 孝幸 鵜澤 孝平
松葉 洋弥 鈴木 雄一
田端 久貴 浦田 哲平
戸田 昭宏 林 宏樹
和田 信二 佐藤 亮太
瀬田 久史 山口 孝司
石川 龍介 長谷川 健太
佐藤 亨輔 中谷 祐至
遠藤 勉 金子 勝俊
山口 孝広 浅岡 遥太

小野寺 将克 久保田 大祐
上場 雄也 中村 裕一
松本 健作 中山 貴洋
吉原 俊介 板橋 正人
松本 大翼 永井 雄太
岩下 雄人 二宮 大和
立野 孝幸 吉田 英樹
松葉 洋弥 堀内 琢也
鈴木 太郎 田端 久貴
畑 信也 戸田 昭宏

和田 信二 濱口 康司
瀬田 久史 副島 慶太
渡辺 聡 長谷川 健太
島袋 康隆 中谷 祐至
遠藤 勉 佐藤 洸祐
山口 孝広 土屋 宝士

小野寺 将克 松本 健作
上場 雄也 吉原 俊介
松本 大翼 立野 孝幸
岩下 雄人 松葉 洋弥
鈴木 太郎 和田 信二
畑 信也 瀬田 久史

渡辺 聡 佐藤 洸祐
島袋 康隆 土屋 宝士

小野寺 将克 立野 孝幸
上場 雄也 松葉 洋弥
鈴木 太郎 渡辺 聡
畑 信也 島袋 康隆

小野寺 将克 渡辺 聡
上場 雄也 島袋 康隆
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JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第３戦高萩大会 エヌエーカップ

ドロー
男子
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１回戦

準々決勝

１８ winner#10 vs winner#11 2-1 21-14,23-25,15-10

１９ winner#12 vs winner#13 1-2 21-17,15-21,13-15

winner#15 2-0 22-20,21-16２０ winner#14 vs

２１ winner#16 vs winner#17 2-1 15-21,21-18,16-14

準決勝

２２ winner#18 vs winner#19 2-0 21-14,21-14

２３ winner#20 vs winner#21 0-2 15-21,18-21

決勝戦

２４ winner#22 vs winner#23 2-0 21-16,21-19



順位

1位 小野寺 将克 200
上場 雄也 200

２位 渡辺 聡 150
島袋 康隆 大和川クラブ 150

３位 立野 孝幸 ＳａｎｄＢｌｏｃｋ 120
松葉 洋弥 ＣＯＬＡＮＣＯＬＡＮ 120
鈴木 太郎 芦屋大学 120
畑 信也 ペボニア・ボタニカ 120

５位 松本 健作 お台場ビーチフレンズ 86
吉原 俊介 湘南太郎 86
松本 大翼 湘南ベルマーレ 86
岩下 雄人 湘南ベルマーレ 86
和田 信二 86
瀬田 久史 86
佐藤 洸祐 86
土屋 宝士 WINDS 86

９位 久保田 大祐 湾岸クラブ 55
中村 裕一 55
中山 貴洋 KLB 55
板橋 正人 55
永井 雄太 湘南太郎 55
二宮 大和 JA湘南 55
吉田 英樹 55
堀内 琢也 55
田端 久貴 湘南太郎 55
戸田 昭宏 ＳＶＣ 55
濱口 康司 55
副島 慶太 KYUBA 55
長谷川 健太 Ｄ－ＦＯＲＵＭ 55
中谷 祐至 お台場ビーチフレンズ 55
遠藤 勉 湘南太郎 55
山口 孝広 リプロ住設 55

17位 青木 大 32
辺見 智弘 32
阿部 翔太 32
北村 武也 32
宮田 航輔 東京ヴェルディ 32
安田 龍太郎 32
牛腸 也真人 仙台大学 32
狩野 僚太 32
鵜澤 孝平 湾岸クラブ 32
鈴木 雄一 32
浦田 哲平 ザビ 32
林 宏樹 フリー 32
佐藤 亮太 川崎ビーチスポーツクラブビーチバレーアカデミー 32
山口 孝司 川崎ビーチスポーツクラブ 32
石川 龍介 日本体育大学 32
佐藤 亨輔 32
金子 勝俊 癒しの手 32
浅岡 遥太 東京ヴェルディ 32

240

110

110

110

110

172

64

64

64

64

64

64

64

64

64

JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第３戦高萩大会 エヌエーカップ

最終順位
男子

氏 名（所 属） オフィシャルポイント
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