
選手名簿
男子1部

亀岡市 福知山市

 チーム名 下野・河内  チーム名 佐藤・奥野

 選手名 下野　耕平  選手名 奥野　知貴

 選手名 河内　崇郁  選手名 佐藤　祐也

舞鶴市 京都市

 チーム名 西脇・前場  チーム名 佐藤・瀬井

 選手名 西脇　憲太  選手名 佐藤　淳吾

 選手名 前場　理広  選手名 瀬井　達也

京都府 京都府

 チーム名 余田・山根  チーム名 三木・林

 選手名 余田　大輝  選手名 三木　昭人

 選手名 山根　紳平  選手名 林　　宏樹

福知山市 福知山市

 チーム名 橋本・田中  チーム名 久保田・丸山

 選手名 橋本　隆行  選手名 丸山　貴也

 選手名 田中　征紀  選手名 久保田大祐

宮津市

 チーム名 関・楠田

 選手名 関　 　浩之

 選手名 楠田　貴大



       《京都府知事杯》第25回ビーチバレー京都【天橋立フェスティバル】

男 子 ２  部 組 合 せ

予選Ａリーグ 決勝リーグ

ＤＮＰ田辺 よーちゃんズ 淑成西高＋α 順位 Ａ1位 Ｂ1位 Ｃ1位 順位

Ｃ－１ Ｃ－４ Ｃ－１０ Ｃ－１１

Ｃ－１ Ｃ－７ Ｃ－１０ Ｃ－１２

Ｃ－４ Ｃ－７ Ｃ－１１ Ｃ－１２

予選Ｂリーグ

ＴＶＣ Ｖо lｔｓ てぴちゃんＢ 順位

Ｃ－２ Ｃ－５

Ｃ－２ Ｃ－８

Ｃ－５ Ｃ－８

予選Ｃリーグ

おこげ山 Ｃ．Ａ．Ｖ ＢＢＱ 順位

Ｃ－３ Ｃ－６

Ｃ－３ Ｃ－９

Ｃ－６ Ｃ－９

※ 補助員 予選、決勝　各リーグの空きチームで得点1名、ラインズマン2名お願いします。

勝敗同数の場合は、ポイント率の高い方が高順位とする。

ＤＮＰ田辺 Ａ1位

よーちゃんズ Ｂ1位

淑成西高＋α Ｃ1位

ＴＶＣ

Ｖо lｔｓ

てぴちゃんＢ

おこげ山

Ｃ．Ａ．Ｖ

ＢＢＱ



選手名簿

女子 1 部

福知山市 福知山市

 チーム名 梅本・四方  チーム名 出口・西

 選手名 梅本　芽衣  選手名 出口　　花

 選手名 四方　彩渚  選手名 西　　美穂

福知山市 福知山市

 チーム名 吉良・藤本  チーム名 藪見・坪内

 選手名 吉良　菜央  選手名 藪見　真歩

 選手名 藤本　　愛  選手名 坪内　紫苑

福知山市 福知山市

 チーム名 高橋・小松  チーム名 北村・若井

 選手名 高橋　湖々  選手名 北村　咲幸

 選手名 小松　莉子  選手名 若井　衣有



女子 ２部

№ 市町村名 チーム名 代表者名

1 京都市 京都大学Ａ 近藤麻理奈

2 京都市 京都大学Ｂ 近藤麻理奈

3 京都市 京都大学Ｃ 近藤麻理奈

4 京都市 どりーむＡ 岡部　好美

5 京都市 どりーむＢ 岡部　好美

6 京都市 ＡＫＢＢ 岡部　好美

7 京都市 チーム南国Ａ 臼井亜希子

8 京都市 チーム南国Ｂ 臼井亜希子

9 京都市 Ｆrｙing　Gｉrlｓ 石山　麻里

10 京都市 ターマイト 加古　弥生

11 亀岡市 ハッスルバレー 入江佳代子

12 宇治市 てぴちゃんＡ 橋本　志保

13 福知山市 淑宮福高支援 鈴木　貴子

14 京都市 ＳＰＲＯ 山浦なつみ



       《京都府知事杯》第25回ビーチバレー京都【天橋立フェスティバル】

女 子 ２  部 組 合 せ

予選Ａリーグ 　　決勝トーナメント

どりーむＡ 京都大学Ａ てぴちゃんＡ 順位

Ｄ－４ Ｄ－８

Ｄ－４ Ｄ－１０

Ｄ－８ Ｄ－１０

予選Ｂリーグ

淑宮福高支援 京都大学Ｂ ターマイト 順位 Ａ1位 Ｃ1位 Ｄ1位 Ｂ1位

Ｄ－３ Ｄ－７

Ｄ－３ Ｄ－９ 補助員　　　Ｂ－１０はＢ－１１、Ｂ－１１はＢ－１０敗者、

Ｂ－１２はＢ－１１敗者

Ｄ－７ Ｄ－９

予選Ｃリーグ

チーム南国Ａ 京都大学Ｃ ＡＫＢＢ ハッスルバレー 順位

Ｄ－２ Ｂ－７

Ｄ－２ Ｄ－６

Ｄ－６ Ｂ－９

Ｂ－７ Ｂ－９

予選Ｄリーグ

チーム南国Ｂ どりーむＢ Ｆrｙing　Gｉrlｓ ＳＰＲＯ 順位

Ｄ－１ Ｂ－６

Ｄ－１ Ｄ－５

Ｄ－５ Ｂ－８

Ｂ－６ Ｂ－８

補助員 予選リーグは空きチームで得点1名、ラインズマン2名お願いします。

勝敗同数の場合は、ポイント率の高い方が高順位とする。

どりーむＡ

京都大学Ａ

てぴちゃんＡ

　　　　　　Ｂ－１２

　　　　　　Ｂ－１０ 　　　　　　Ｂ－１１

淑宮福高支援

京都大学Ｂ

ターマイト

Ｆrｙing　Gｉrlｓ

ＳＰＲＯ

チーム南国Ａ

京都大学Ｃ

ＡＫＢＢ

ハッスルバレー

チーム南国Ｂ

どりーむＢ



２部　　ミックス 

№ 市町村名 チーム名 代表者名

1 宇治市 ギャ☆バレークラブＡ 高野馨代

2 京都市 ТＡＩＫＩ 大道　　徹

3 京都市 ＮОＲＩ 大道　　徹

4 京田辺市 ファイアー 大道　　徹

ファイアー ギャ☆バレークラブＡ ＮОＲＩ Т ＡＩＫＩ 順位

Ｅ－１ Ｅ－４ Ｅ－６

Ｅ－１ Ｅ－２ Ｅ－５

Ｅ－４ Ｅ－２ Ｅ－３

Ｅ－６ Ｅ－５ Ｅ－３

補助員 予選リーグは空きチームで得点1名、ラインズマン2名お願いします。
勝敗同数の場合は、ポイント率の高い方が高順位とする。

ファイアー

ギャ☆バレークラブＡ

ＮОＲＩ

Т ＡＩＫＩ



A4

A3

A1

A6 A7

A5 A2

２８ｔℎ　Ｂeach  Volley Japan 2014  京都府予選会

丸山・久保田 関・楠田

西脇・前場 余田・山根

佐藤・瀬井

下野・河内

奥野・佐藤 三木・林

A8

-

-

-

橋本・田中



Ｂ２

Ｂ３ Ｂ４

Ｂ１

B５
ｰ

ｰ

ｰ

梅本・四方 藪見・坪内

第25回全日本ビーチバレー女子選手権大会京都府予選会

北村・若井 髙橋・小松

吉良・藤本 出口・西
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