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保立 沙織 寺石 紗弓
山口 茜 長岩 里咲
新井 晴夏 今井 純子
奥野 由 藤原 久美
浦田 紗弥 吉原 奈美
大場 しほ子 本村 嘉菜
瀧澤 友里江 福田 千代子
土田 真弓 酒井 春海
菅原 和子 二見 梓
南谷 綾華 持丸 結美子
小久保 莉菜メリー 安田 衣里
小田川 さつき 斎藤 愛莉
松本 美友 和田 麻里江
渡邊 典代 若井 衣有
伊藤 瀬菜 北村 咲幸
菊地 彩 坪内 紫苑

保立 沙織 今井 純子
山口 茜 藤原 久美
浦田 紗弥 福田 千代子
大場 しほ子 酒井 春海
菅原 和子 小久保 莉菜メリー

南谷 綾華 小田川 さつき
和田 麻里江 北村 咲幸
若井 衣有 坪内 紫苑

保立 沙織 浦田 紗弥
山口 茜 大場 しほ子
菅原 和子 北村 咲幸
南谷 綾華 坪内 紫苑

保立 沙織 菅原 和子
山口 茜 南谷 綾華
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JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第２戦高萩大会　泰明カップ

試合結果
女子

１回戦

準々決勝

９ 9:30 winner#1 vs winner#2 2-0 21-13,21-10

10 9:30 winner#3 vs winner#4 2-1 21-18,17-21,15-10

winner#6 2-0 21-12,21-711 10:34 winner#5 vs

12 10:36 winner#7 vs winner#8 0-2 18-21,14-21

準決勝

13 11:55 winner#9 vs winner#10 2-1 18-21,21-15,15-6

14 13:00 winner#11 vs winner#12 2-0 21-17,22-20

決勝戦

15 14:30 winner#13 vs winner#14 2-1 17-21,21-19,15-11



順位

1位 保立 沙織 200
山口 茜 200

２位 菅原 和子 FOVA 150
南谷 綾華 ボディメンテナンスKG 150

３位 浦田 紗弥 SVC 120
大場 しほ子 KLB 120
北村 咲幸 武庫川女子大学 120
坪内 紫苑 松山東雲女子大学 120

５位 今井 純子 86
藤原 久美 86
福田 千代子 BELLONA 86
酒井 春海 日本女子体育大学／川崎ビーチスポーツクラブ 86
小久保 莉菜メリー 産業能率大学 86
小田川 さつき 了徳寺大学 86
和田 麻里江 トヨタ自動車株式会社 86
若井 衣有 産業能率大学 86

９位 寺石 紗弓 55
長岩 里咲 了徳寺大学 55
新井 晴夏 産業能率大学 55
奥野 由 産業能率大学 55
吉原 奈美 日本大学/KBSC 55
本村 嘉菜 日本大学/KBSC 55
瀧澤 友里江 55
土田 真弓 55
二見 梓 東レエンジニアリング株式会社 55
持丸 結美子 フリー 55
安田 衣里 博展／KBSC 55
斎藤 愛莉 KBSC 55
松本 美友 松戸レガロ 55
渡邊 典代 MAGS 55
伊藤 瀬菜 仙台大学 55
菊地 彩 仙台大学 55
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最終順位
女子

氏　名（所　属） オフィシャルポイント
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