
※大会5日前(5/8版ﾗﾝｷﾝｸﾞ）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 土屋 宝士 株式会社オーイング 2953

道木 優輝 株式会社オーイング 4081
2 吉田 英樹 フリー 3771

和田 信二 フリー 1193
3 鈴木 太郎 芦屋大学 2815

中谷 祐至  2113
4 中山 貴洋 KLB 1646

松本 健作  2759
5 永井 雄太 松戸レガロ 1808

二宮 大和 松戸レガロ 2442
6 瀬田 久史  2982

奥平 翔悟  790
7 黒川 魁 国士舘大学 1619

但野 瑠勇 国士舘大学/東輝建設/KLB 1554
8 田端 久貴 湘南太郎 1206

山口 孝広 湘南太郎 1600
9 小野寺 将克 松戸レガロ 1821

佐藤 亮太 川崎ビーチスポーツクラブ 881
10 吉原 俊介 湘南太郎 1417

遠藤 勉 湘南太郎 1086
11 濱口 康司 B-LINKS 2236

梅野 涼  99
12 副島 慶太  1490

喜友名 友之  88
13 田上 晋也  194

辺見 智弘  1255
14 中村 裕一  1070

椿 和憲  304
15 西澤 英彦  1254

加藤 智也 FOVA 44
16 中原 賢治 兵庫ビーチクラブ 847

山崎 高尚  363
17 紺野 真幹  422

戸田 昭宏  764
18 佐藤 洸祐  817

長谷川 悟理 有限会社ケッズグループ 297
19 松田 誠 湘南太郎 452

夏堀 裕久 株式会社Waisports     /HOYLE 654
20 平良 伸晃 D-FORUM 564

狩野 僚太 SVC 485
21 藤田 昂大 山本光学株式会社/KLB 720

小森 優希 KYUBA 277
22 脇谷 正二 ㈱ラストウェルネス/KLB 273

渡辺 有人 FOVA 505
23 宮田 航輔  158

浅岡 遥太  599
24 久保田 大祐 湾岸クラブ 751

渡邊 智晴 湾岸クラブ 0
※菅原・畑ペア体調不良のためキャンセル
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JBVサテライト 品川SBAシリーズ
第１戦横浜大会　残波カップ

シーディングリスト（暫定）
男子

※出場チームの 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



No 時間 set スコア

紺野 真幹 中原 賢治
戸田 昭宏 山崎 高尚

小野寺 将克 久保田 大祐
佐藤 亮太 渡邊 智晴
藤田 昂大 副島 慶太
小森 優希 喜友名 友之
田上 晋也 平良 伸晃
辺見 智弘 狩野 僚太 
松田 誠 中村 裕一
夏堀 裕久 椿 和憲
濱口 康司 脇谷 正二
梅野 涼 渡辺 有人
宮田 航輔 吉原 俊介
浅岡 遥太 遠藤 勉
西澤 英彦 佐藤 洸祐
加藤 智也 長谷川 悟理

土屋 宝士 紺野 真幹
道木 優輝 戸田 昭宏

小野寺 将克 田端 久貴
佐藤 亮太 山口 孝広
永井 雄太 藤田 昂大
二宮 大和 小森 優希
平良 伸晃 中山 貴洋
狩野 僚太 松本 健作
鈴木 太郎 松田 誠
中谷 祐至 夏堀 裕久
脇谷 正二 瀬田 久史
渡辺 有人 奥平 翔悟
黒川 魁 吉原 俊介
但野 瑠勇 遠藤 勉
佐藤 洸祐 吉田 英樹

長谷川 悟理 和田 信二

土屋 宝士 小野寺 将克
道木 優輝 佐藤 亮太
永井 雄太 中山 貴洋
二宮 大和 松本 健作
鈴木 太郎 瀬田 久史
中谷 祐至 奥平 翔悟
黒川 魁 吉田 英樹
但野 瑠勇 和田 信二

小野寺 将克 永井 雄太
佐藤 亮太 二宮 大和
鈴木 太郎 吉田 英樹
中谷 祐至 和田 信二

永井 雄太 吉田 英樹
二宮 大和 和田 信二

決勝戦

23 13:52 winner#21 vs winner#22 1-2 (21-16,19-21,9-15)

22 12:47 winner#19 vs winner#20 0-2 (20-22,15-21）

準決勝

21 11:27 winner#17 vs winner#18 1-2 (21-16,14-21,13-15)

20 10:32 winner#15 vs winner#16 0-2 (16-21,9-21)

winner#1 2-1 (16-21,21-17,16-14)19 10:47 winner#13 vs

18 9:30 winner#11 vs winner#12 2-0 (24-22,21-19)

準々決勝

17 9:30 winner#9 vs winner#10 1-2 (21-23,21-19,11-15)
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試合結果
男子

1 (21-9,21-11)vs

vs

2-0

2-0

(21-18,15-21,11-15)

2-0

(21-13,21-9)

(14-21,11-21)0-2

2-1

seed20

seed22

vsseed13

seed145 11:59 seed19 vs

(21-13,21-10)

7

winner#7

winner#5

vs

vs

vs

(17-21,19-21)

16:00 2-0

vs

winner#3

(14-21,21-15,11-15)1-2seed4vs

2-0

0-2

16 vs seed216:55

seed5

14:4412 winner#4

13

14

(18-21,17-21)

15 (23-21,18-21,17-15)16:54

0-2winner#8

2-1seed7

seed3

seed6winner#615:50

(21-19,21-16)

vs

4

0-2

6 11:27 seed11 vs 1-2

seed18

13:16 seed23 vs seed10

vs8 12:36 seed15

11

10

9

15:06 vs

seed1

13:25

winner#114:10 (21-13,21-19)

2-1winner#2 seed8 (21-17,17-21,18-16)

2-0



順位

1位 吉田 英樹 フリー 200
和田 信二 フリー 200

２位 永井 雄太 松戸レガロ 150
二宮 大和 松戸レガロ 150

３位 小野寺 将克 松戸レガロ 120
佐藤 亮太 川崎ビーチスポーツクラブ 120
鈴木 太郎 芦屋大学 120
中谷 祐至 120

５位 土屋 宝士 株式会社オーイング 86
道木 優輝 株式会社オーイング 86
中山 貴洋 KLB 86
松本 健作 86
瀬田 久史 86
奥平 翔悟 86
黒川 魁 国士舘大学 86
但野 瑠勇 国士舘大学/東輝建設/KLB 86

９位 紺野 真幹 55
戸田 昭宏 55
田端 久貴 湘南太郎 55
山口 孝広 湘南太郎 55
藤田 昂大 山本光学株式会社/KLB 55
小森 優希 KYUBA 55
平良 伸晃 D-FORUM 55
狩野 僚太 SVC 55
松田 誠 湘南太郎 55
夏堀 裕久 株式会社Waisports     /HOYLE 55
脇谷 正二 ㈱ラストウェルネス/KLB 55
渡辺 有人 FOVA 55
吉原 俊介 湘南太郎 55
遠藤 勉 湘南太郎 55
佐藤 洸祐 55
長谷川 悟理 有限会社ケッズグループ 55

17位 中原 賢治 兵庫ビーチクラブ 32
山崎 高尚 32
久保田 大祐 湾岸クラブ 32
渡邊 智晴 湾岸クラブ 32
副島 慶太 32
喜友名 友之 32
田上 晋也 32
辺見 智弘 32
中村 裕一 32
椿 和憲 32
濱口 康司 B-LINKS 32
梅野 涼 32
宮田 航輔 32
浅岡 遥太 32
西澤 英彦 32
加藤 智也 FOVA 32
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