
Ｎｏ． 日付 コート 時間 スコア

#15 10月11日 メイン 13:10 W#13 鈴木千代 石坪聖野 W#14 田中姿子 浦田聖子 0(13-21,17-21)2

#14 10月11日 メイン 9:50 B1位 小野田恵子 永田唯 C1位 田中姿子 浦田聖子 1(19-21,21-17,12-15)2

#13 10月11日 メイン 9:00 A1位 鈴木千代 石坪聖野 D1位 浦田景子 柴麻美 2(17-21,21-15,15-10)1

#9 10月10日 メイン 10:40 Seed4 幅口絵里香 藤井桜子 Seed5 駒田順子 松山紘子 2(21-18,22-20)0

#5 10月9日 メイン 14:00 Seed4 幅口絵里香 藤井桜子 Seed12 浦田景子 柴麻美 0(15-21,14-21)2

#1 10月9日 サブ 10:40 Seed5 駒田順子 松山紘子 Seed12 浦田景子 柴麻美 2(21-16,21-19)0

#10 10月10日 メイン 11:30 Seed3 田中姿子 浦田聖子 Seed6 楠原千秋 松村美由紀 2(23-21,21-14)0

#6 10月9日 サブ 14:00 Seed3 田中姿子 浦田聖子 Seed11 宮川紗麻亜 熊田美愛 2(21-18,29-31,15-6)1

#2 10月9日 メイン 10:40 Seed6 楠原千秋 松村美由紀 Seed11 宮川紗麻亜 熊田美愛 2(30-28,21-16)0

#11 10月10日 メイン 14:00 Seed2 小野田恵子 永田唯 Seed7 田中麻衣 中丸千晶 2(21-19,21-17)0

#7 10月9日 メイン 14:50 Seed2 小野田恵子 永田唯 Seed10 山田寿子 坂本実優 2(21-19,21-13)0

#3 10月9日 サブ 11:30 Seed7 田中麻衣 中丸千晶 Seed10 山田寿子 坂本実優 0(9-21,15-21)2

#12 10月10日 メイン 14:50 Seed1 鈴木千代 石坪聖野 Seed8 仲田莉葉 坂口佳穂 2(21-9,21-18)0

#8 10月9日 サブ 14:50 Seed1 鈴木千代 石坪聖野 Seed9 足立沙也夏 沢目繭 2(21-14,21-15)0

#4 10月9日 メイン 11:30 Seed8 仲田莉葉 坂口佳穂 Seed9 足立沙也夏 沢目繭 0(16-21,19-21)2
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プールD

決勝



鈴木千代 / 石坪聖野

コート メイン 9:00 鈴木千代 / 石坪聖野

浦田景子 / 柴麻美

コート メイン 13:10 田中姿子 / 浦田聖子

田中姿子 / 浦田聖子

コート メイン 9:50 田中姿子 / 浦田聖子

小野田恵子 / 永田唯

A1位

D1位

#14

2(17-21,21-15,15-10)1

1(19-21,21-17,12-15)2

#13

C1位

B1位

#15
0(13-21,17-21)2

JBVツアー第３戦
ビーチバレーボール川崎市長杯

決勝トーナメント
女子



氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ 氏名 所属 ﾎﾟｲﾝﾄ

優勝 田中姿子 フリー 400 浦田聖子 フィナンシャル・エージェンシーWhiteSun's 400 800

準優勝 鈴木千代 産業能率大学 300 石坪聖野 産業能率大学 300 600

浦田景子 フリー 柴麻美 産業能率大学

小野田恵子 KYUBA 永田唯 スポーツクラブNAS株式会社

足立沙也夏 産業能率大学 沢目繭 産業能率大学

山田寿子 fova 坂本実優

楠原千秋 フリー 松村美由紀 ビーチの女王

駒田順子 ユーミーらいふ 松山紘子

仲田莉葉 産業能率大学 坂口佳穂 川崎ビーチスポーツクラブ

田中麻衣 全日本空輸株式会社(ANA) 中丸千晶 産業能率大学

宮川紗麻亜 0 熊田美愛 博多スポーツクラブ ・ セントランス（株）

幅口絵里香 株式会社オーイング 藤井桜子 市進ホールディングス/フィナンシャル・エージェンシーWhit

480240

171 171 342

ﾎﾟｲﾝﾄ
計
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最終順位
女子

109 109 218

順位
選手１ 選手２

240

9位

5位

3位


