
※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 鈴木 千代 産業能率大学 4511

石坪 聖野 産業能率大学 3630
2 浦田 景子 4854

浦田 聖子 フィナンシャルエージェンシーWhiteSun's川崎 2969
3 足立 沙也夏 産業能率大学 3037

沢目 繭 産業能率大学 2922
4 田中 麻衣 全日本空輸株式会社(ANA) 3256

宮川 杏奈 J-BREEZE/(株)ナルス 2419
5 山田 寿子 FOVA 3120

坂本 実優 1589
6 宮川 紗麻亜 2630

熊田 美愛 博多スポーツクラブ 1626
7 黄 秀京 フリー 667

仲田 莉葉 産業能率大学 3026
8 中丸 千晶 産業能率大学 1824

柴 麻美 産業能率大学 1869
9 柳 希 Jbreeze・上越ケーブルビジョン 1945

福田 千代子 BELLONA 1430
10 菅原 和子 FOVA 1908

大場 しほ子 KLB 665
11 古谷 希望 545

坂口 由里香 1302
12 藤原 みか子 1057

駒田 順子 ユーミーらいふ 441
13 鈴木 悠佳子 376

水沼 広美 754
14 生田目 しのぶ 672

井上 夏緒里 378
15 浦田 紗弥 SVC 393

遠藤 成美 SVC 352

※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

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）
女子
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No 時間 set スコア

柳 希 中丸 千晶
福田 千代子 柴 麻美
山田 寿子 藤原 みか子
坂本 実優 駒田 順子
鈴木 悠佳子 田中 麻衣
水沼 広美 宮川 杏奈
足立 沙也夏 生田目 しのぶ
沢目 繭 井上 夏緒里
古谷 希望 宮川 紗麻亜
坂口 由里香 熊田 美愛
黄 秀京 菅原 和子

仲田 莉葉 大場 しほ子
浦田 紗弥 浦田 景子
遠藤 成美 浦田 聖子

鈴木 千代 中丸 千晶
石坪 聖野 柴 麻美
山田 寿子 田中 麻衣
坂本 実優 宮川 杏奈
足立 沙也夏 宮川 紗麻亜
沢目 繭 熊田 美愛
黄 秀京 浦田 景子

仲田 莉葉 浦田 聖子

鈴木 千代 山田 寿子
石坪 聖野 坂本 実優
宮川 紗麻亜 浦田 景子
熊田 美愛 浦田 聖子

鈴木 千代 浦田 景子
石坪 聖野 浦田 聖子

決勝戦

１４ winner#12 vs winner#13 2-0 21-17,22-20

１３ winner#10 vs winner#11 1-2 21-19,15-21,13-15

準決勝

１２ winner#8 vs winner#9 2-0 21-15,21-19

１１ winner#6 vs winner#7 0-2 16-21,15-21

winner#5 0-2 19-21,15-21１０ winner#4 vs

９ winner#2 vs winner#3 1-2 14-21,21-13,15-13

準々決勝

８ seed1 vs winner#1 2-1 21-17,16-21,15-13

１回戦

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
女子

32-30,21-15

seed10

seed14

vs

vs

14-21,12-21

2-0

vs

seed12

15-21,19-210-2seed4vs

2-0

0-2

７ vs seed2

seed5

３ seed13

４

５

12-21,7-21

６ 21-19,13-21,15-13

0-2seed15

2-1seed7

seed3

seed6seed11

21-13,23-21

vs

２

１

vs

0-2seed9 seed8 13-21,16-21



順位

1位 鈴木 千代 産業能率大学 200
石坪 聖野 産業能率大学 200

２位 浦田 景子 150
浦田 聖子 フィナンシャルエージェンシーWhiteSun's川崎 150

３位 山田 寿子 FOVA 120
坂本 実優 120
宮川 紗麻亜 120
熊田 美愛 博多スポーツクラブ 120

５位 中丸 千晶 産業能率大学 86
柴 麻美 産業能率大学 86
田中 麻衣 全日本空輸株式会社(ANA) 86
宮川 杏奈 J-BREEZE/(株)ナルス 86
足立 沙也夏 産業能率大学 86
沢目 繭 産業能率大学 86
黄 秀京 フリー 86
仲田 莉葉 産業能率大学 86

９位 柳 希 Jbreeze・上越ケーブルビジョン 55
福田 千代子 BELLONA 55
藤原 みか子 55
駒田 順子 ユーミーらいふ 55
鈴木 悠佳子 55
水沼 広美 55
生田目 しのぶ 55
井上 夏緒里 55
古谷 希望 55
坂口 由里香 55
菅原 和子 FOVA 55
大場 しほ子 KLB 55
浦田 紗弥 SVC 55
遠藤 成美 SVC 55
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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

最終順位
女子

氏 名（所 属） 日本ランキングポイント
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