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大会概要

主 催 U19 西日本 MEMORIES CUP ビーチバレー大会 実行委員会

共 催 広島県ビーチバレーボール連盟・グランビーズ広島

神港ジュニアバレーボールクラブ

主 管 グランビーズ広島

後 援 坂町・坂町教育委員会

開催日 9/21（月）9/22（火）

協 賛 ファイテン株式会社・株式会社やま磯・株式会社イミオ

津田印刷製本社・株式会社明石SUC・株式会社美津馬

おおつき鍼灸整骨院・株式会社モリヤマスポーツ

ヤノ運動用品株式会社・株式会社アイチ



大会実行委員会

大会顧問 栗栖康裕（広島県バレーボール協会 総務委員長・広島県ビーチバレー連盟理事長）

大会実行委員長 西本重雄（グランビーズ広島最高顧問）

大会実行委員

松代卓也（兵庫県神港学園高校）山竹良治（福井県若狭東高校）松田英人（京都府福知山成美高校）熊丸修二（福岡県八幡高校）石松義康（福岡県育徳館高校）

澤井敬（兵庫県立龍野北高校）川内隆司（熊本県城北高校）徳永仁（鳥取県米子西高校）水谷真一（長崎県西彼農業高校）本田昴之（徳島県阿南光高校）

戸塚裕之（静岡県伊東商業高校）西川浩然（愛知県西陵高校）安藤暢洋（愛知県名古屋商業高校）藤平淳一（愛知県碧南工業高校）加藤誠司（愛知県山田高校）

石川雅道（公文国際学園高等部）有本一哉（グランビーズ広島）

競技運営委員長 松代卓也（兵庫県神港学園高校） 競技委員 横畠真希（グランビーズ広島）競技委員 大場久美（グランビーズ広島）

審判委員長 垣内紀之（グランビーズ広島）審判 樋口正志（広島県ビーチバレーボール連盟）林 夢人（グランビーズ広島）藤井 誠（グランビーズ広島）

総務委員長 林 義雄（グランビーズ広島 ） 施設委員長 高橋功憲（グランビーズ広島）施設委員 垣内利津子（グランビーズ広島）

補助役員 兵庫県立龍野北高校の皆さん



U19西日本大会
MEMORIES CUP
参加選手

男子
石川瀬那・林聖瑠 神奈川・広島
甲斐貴大・佐藤澟和 福岡
川﨑亮・板本康平 広島
富田昂馬・溝端拓真 静岡・兵庫
小嶋泰史・田中涼瑛 兵庫
小畑健人・藤田和也 福岡
谷澤佑真・中村伶央 愛知
中道陸斗・岡崎拓弥 徳島
佐々木大河・高橋燿 愛知
戸田陸斗・小野壮一朗 兵庫
椿陽凪太・仲村太郎 広島

女子
江原あかり・中野康羽 京都
永井栞・楢橋舞依 福岡
炭本実咲・磯辺菜々花 福井
矢田貝紫織・松本ひかり 鳥取
木村悠・島津楓 兵庫
角上華穂・冨田葵衣 熊本
高見彩花・清水彩音 兵庫
角上枝穂・市原弥優 熊本
金子奈那・神原花名子 広島
永井香乃・堀田理乃 愛知
景山彩貴・名和川紗京 鳥取
林田茉子・大園莉菜 愛知



U19 西日本MEMORIES CUP 順位

優勝 江原あかり・中野康羽 京都

準優勝 矢田貝紫織・松本ひかり 鳥取

３位 炭本実咲・磯辺菜々花 福井

４位 景山彩貴・名和川紗京 鳥取

５位 角上華穂・冨田葵衣 熊本

６位 永井香乃・堀田理乃 愛知

７位 永井栞・楢橋舞依 福岡

８位 木村悠・島津楓 兵庫

９位 金子奈那・神原花名子 広島

１０位 角上枝穂・市原弥優 熊本

１１位 高見彩花・清水彩音 兵庫

１２位 林田茉子・大園莉菜 愛知

優勝 石川瀬那・林聖瑠 神奈川・広島

準優勝 富田昂馬・溝端拓真 静岡・兵庫

３位 甲斐貴大・佐藤澟和 福岡

４位 川﨑亮・板本康平 広島

５位 小嶋泰史・田中涼瑛 兵庫

６位 谷澤佑真・中村伶央 愛知

７位 戸田陸斗・小野壮一朗 兵庫

８位 佐々木大河・高橋燿 愛知



第３回 NEXT HERO`S CUP 順位

優勝 中島瑠那・浅井小春 兵庫
準優勝 小南楓香・松本明佐香 兵庫
３位 矢田貝紫織・松本ひかり 鳥取
４位 片田朱音・松井純子 大阪・兵庫
５位 福井彩夏・橋本果音 兵庫

澤田花音・神原花名子 兵庫
冨田和香・丸林香穂 兵庫
木村悠・島津楓 兵庫

９位 清水彩音・中田萌花 兵庫
志葵海・竹内莉乃 広島
金子奈々・中村萌乃 広島
三浦早苗・畠奈々子 神奈川・兵庫

１３位 景山彩貴・名和川紗京 鳥取
高見彩花・福井悠夏 兵庫

優勝 林聖瑠・川﨑亮 神奈川・広島
準優勝 小嶋泰史・溝端拓真 兵庫
３位 今井勇太・瀬井達也 大阪・東京都
４位 甲斐貴大・佐藤凛和 福岡
５位 高橋功憲・徳永洋平 広島・福岡

小畑健人・藤田和也 福岡
関東亨哉・原宏之 兵庫
垂水唯人・藤城智将 兵庫

９位 いしだかずま・きはたかずや 兵庫
宮本隆太・阪上裕紀 香川
竹村徳比古・山本将隆 神奈川・愛知
道本祥宜・伊東大貴 大阪

１３位 小林優斗・いいだはやと 兵庫
１４位 板本康平・林夢人 広島
１５位 鈴木信二郎・齋藤智哉 広島
１６位 富田昂馬・河邉颯斗 静岡

山下航平・石山智哉 兵庫



第4回 NEXT HERO`S CUP 順位

優勝 中島瑠那・浅井小春 兵庫
準優勝 矢田貝紫織・松本ひかり 鳥取
３位 江原あかり・中野康羽 京都
４位 炭本実咲・磯辺菜々花 福井
５位 角上枝穂・市原弥優 熊本

小南楓香・松本明佐香 兵庫
景山彩貴・名和川紗京 鳥取
片田朱音・松井純子 大阪・兵庫

９位 清水彩音・丸林香穂 兵庫
永井栞・楢橋舞依 福岡
金子奈々・中村萌乃 広島
木村悠・島津楓 兵庫

１３位 冨田和香・橋本果音 兵庫
１４位 角上華穂・冨田葵衣 熊本
１５位 三浦早苗・畠奈々子 神奈川・兵庫

福井彩夏・福井悠夏 兵庫
１７位 志葵海・澤井陽希人 広島・兵庫

高見彩花・澤田花音 兵庫
中田萌花・ 神原花名子 兵庫

優勝 副島慶太・小森優希 佐賀
準優勝 石川瀬那・林聖瑠 神奈川・広島
３位 道本祥宜・伊東大貴 大阪
４位 甲斐貴大・佐藤澟和 福岡
５位 今井勇太・瀬井達也 大阪・東京

竹村徳比古・山本将隆 神奈川・愛知
小嶋泰史・溝端拓真 兵庫
いしだかずま・きはたかずや 兵庫

９位 高橋功憲・徳永洋平 福岡
山下航平・石山智哉 兵庫
林夢人・御手洗勝輝 広島・兵庫
小畑健人・藤田和也 福岡

１３位 関東亨哉・原宏之 兵庫
１４位 垂水唯人・藤城智将 兵庫
１５位 川﨑亮・板本康平 広島

富田昂馬・河邉颯斗 静岡
１７位 小林優斗・いいだはやと 兵庫
１８位 宮本隆太・阪上裕紀 香川



メデイア情報

テレビ新広島
https://www.tss-tv.co.jp/tssnews/000007228.html

中国放送
https://news.rcc.jp/archive.php?i=6982



株式会社やま磯 様

優勝

準優勝 ３位 ４位



ファイテン株式会社 様

優勝

準優勝 ３位 5位



優勝

準優勝 下位優勝

おおつき鍼灸整骨院 様



優勝

準優勝 ３位

株式会社美津馬 様



優勝

準優勝 ３位

株式会社 モリヤマスポーツ様



優勝

準優勝 ３位

株式会社 明石ＳＵＣ 様



ヤノ運動用品株式会社 様


