
第２５回全日本ビーチバレー女子選手権大会溝江／西堀（１） （推薦） 森崎／富澤(32) （北海道）

(1) 溝江／西堀（１） （推薦） 0-2
森崎／富澤(32) （北海道） 2-0 大場／森河(17) （愛知） (25)

(17) 溝江／西堀（１） （推薦） 2-0
大場／森河(17) （愛知） 2-0 大場／森河(17) （愛知） 大場／森河(17) （愛知）

(2) 山口／蘆田(16) （兵庫） 2-1 (33) 0-2
山口／蘆田(16) （兵庫） 2-0 豊田／遠藤(15) （千葉）

(41) 溝江／西堀（１） （推薦） 0-2
柳／宮川（９） （新潟） 2-0 大場／森河(17) （愛知） (45) 氷見／中尾(24) （富山）

(3) 柳／宮川（９） （新潟） 2-1 0-2
氷見／中尾(24) （富山） 2-0 小野田／徳丸（６） （推薦） 氷見／中尾(24) （富山） (26)

(18) 田中／鈴木（８） （推薦） 0-2 (49) 2-1
村田／柳生(25) （奈良） 2-0 永田／浦田（５） （推薦） 北村／若井(10) （京都） 村田／柳生(25) （奈良）

(4) 田中／鈴木（８） （推薦） 2-0 2-0 (34) 0-2
田中／鈴木（８） （推薦） 2-0 (57) 北村／若井(10) （京都）

(53) 溝江／西堀（１） （推薦） 永田／浦田（５） （推薦） 0-2
永田／浦田（５） （推薦） 2-0 2-1 永田／浦田（５） （推薦） 三上／松本(28) （岩手）

(5) 永田／浦田（５） （推薦） (59) 0-2 0-2
三上／松本(28) （岩手） 2-0 坪内／藪見(21) （高校代表） (27)

(19) 永田／浦田（５） （推薦） 2-0
坪内／藪見(21) （高校代表） 2-1 永田／浦田（５） （推薦） (55) 南谷／佐々木(22) （埼玉） 坪内／藪見(21) （高校代表）

(6) 山本／中村(12) （沖縄） 2-1 2-0 (35) 0-2
山本／中村(12) （沖縄） 2-0 南谷／佐々木(22) （埼玉）

(42) 村上／幅口（４） （推薦） 1-2
藤原／岩名(13) （大阪） 2-0 足立／沢目(14) （大学代表） (46) 富樫／生田目(20) （東京）

(7) 藤原／岩名(13) （大阪） 2-1 1-2
富樫／生田目(20) （東京） 2-1 溝江／西堀（１）  （推薦） 2-0 永田／浦田（５）  （推薦） 富樫／生田目(20) （東京） (28)

(20) 村上／幅口（４） （推薦） (50) 2-0
奥村／小林(29) （静岡） 2-0 足立／沢目(14) （大学代表） 足立／沢目(14) （大学代表） 奥村／小林(29) （静岡）

(8) 村上／幅口（４） （推薦） 2-0 2-0 (36) 0-2
村上／幅口（４） （推薦） 2-0 1st Place 2nd Place 4th Place 3rd place 足立／沢目(14) （大学代表）

溝江／西堀（１）  （推薦） 村上／幅口（４）  （推薦） 草野／藤井（２）  （推薦） 永田／浦田（５）  （推薦） 0-2
松村／松山（３） （推薦） 2-0 2-1 田中／鈴木（８） （推薦） 伊藤／井口(30) （山梨）

(9) 松村／松山（３） （推薦） 0-2 1-2
伊藤／井口(30) （山梨） 2-1 遠藤／浦田(19) （宮城） (29)

(21) 松村／松山（３） （推薦） 2-0
遠藤／浦田(19) （宮城） 2-0 村上／幅口（４）  （推薦） 2-1 草野／藤井（２）  （推薦） 藤原／岩名(13) （大阪） 遠藤／浦田(19) （宮城）

(10) 足立／沢目(14) （大学代表） 2-0 (37) 0-2
足立／沢目(14) （大学代表） 2-0 藤原／岩名(13) （大阪）

(43) 小野田／徳丸（６） （推薦） 0-2
菅原／龍輪(11) （神奈川） 2-0 藤原／岩名(13) （大阪） (47) 菅原／龍輪(11) （神奈川）

(11) 南谷／佐々木(22) （埼玉） 2-0 0-2
南谷／佐々木(22) （埼玉） 2-0 村上／幅口（４） （推薦） 菅原／龍輪(11) （神奈川） (30)

(22) 小野田／徳丸（６） （推薦） 0-2 (51) 2-0
山根／山根(27) （島根） 2-1 藤原／岩名(13) （大阪） 山本／中村(12) （沖縄） 山根／山根(27) （島根）

(12) 小野田／徳丸（６） （推薦） 2-0 2-0 (38) 0-2
小野田／徳丸（６） （推薦） 2-0 (60) (58) 山本／中村(12) （沖縄）

(54) 草野／藤井（２） （推薦） 村上／幅口（４） （推薦） 1-2
宮川／黄（７） （推薦） 2-0 2-0 宮川／黄（７） （推薦） 山口／清冨(26) （滋賀）

(13) 宮川／黄（７） （推薦） 0-2 0-2
山口／清冨(26) （滋賀） 2-0 井上／木下(23) （愛媛） (31)

(23) 宮川／黄（７） （推薦） 2-0
井上／木下(23) （愛媛） 2-0 松村／松山（３） （推薦） (56) 柳／宮川（９） （新潟） 井上／木下(23) （愛媛）

(14) 北村／若井(10) （京都） 2-0 2-0 (39) 0-2
北村／若井(10) （京都） 2-0 柳／宮川（９） （新潟）

(44) 草野／藤井（２） （推薦） 0-2
豊田／遠藤(15) （千葉） 2-0 柳／宮川（９） （新潟） (48) 浦野／森本(18) （大阪）

(15) 豊田／遠藤(15) （千葉） 2-0 0-2
浦野／森本(18) （大阪） 2-0 浦野／森本(18) （大阪） (32)

(24) 草野／藤井（２） （推薦） (52) 2-1
水野／草野(31) （石川） 2-0 松村／松山（３） （推薦） 山口／蘆田(16) （兵庫） 水野／草野(31) （石川）

(16) 草野／藤井（２） （推薦） 2-0 2-0 (40) 0-2
草野／藤井（２） （推薦） 2-0 山口／蘆田(16) （兵庫）
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