
平成２８年７月３１日(日）

チーム名 氏名 氏名

優　勝 中村・林 神奈川県 横浜市 中村　裕一 林　宏樹

準優勝 メェーコ　ちゃん 鳥取県 境港市 渡辺　進 井上　勇次

おひさしぶりです 島根県 松江市 西村　利彦 石原　隆弘

にしみなみ 鳥取県 境港市 金谷　皓 徳永　仁

応急梯子 鳥取県 米子市 田子　智 中村　彰

メイドイン　ジャッパン鳥取県 米子市 立原　一樹 佐田山　晋佑

同級生 兵庫県 赤穂市 福田　大介 梶野　昭宏

クッション漏れた 島根県 雲南市 松本　武洋 中村　勇太

チーム名 氏名 氏名 氏名

優　勝 米西クラブ 鳥取県 米子市 舩岡　絵里 渡部　麻美 狭間　亜希

準優勝 Ｍｓ.Ｂｅａｃｈ 鳥取県 米子市 徳永　昌美 松岡　加奈子 増田　久子

チームＧａａｃｏ 鳥取県 境港市 小新　佳澄 小新　博子 斉賀　香織

砂かけババァ 鳥取県 米子市 生林　華奈 廣澤　咲 小倉　怜香

おばとるず 鳥取県 境港市 竹内　まり子 桂木　美香 小笠原　友子

ＶＴＥＣ 鳥取県 鳥取市 大屋　侑 坪井　麻伊 前川　珠実

チームひまわり 鳥取県 境港市 安野　里奈 高梨　宏美 多久和　けいこ

ミクロ 鳥取県 境港市 加納　千恵 城戸　亜実 上田　佳子

混成

チーム名 氏名 氏名 氏名

近藤　謙弥 大村　俊治 田村　真世

岩佐　穂那美 門脇　かなえ 植田　俊輝

寄友　亘 高内　敬介 田渕　未佳

松村　彰子

谷　真一 岡本　武士 久森　恵子

村上　明日香

大村　晋悟 田中　慎伍 石橋　七海

花本　えり

渡辺　大介 池田　和浩 田淵　みゆき

船本　夕稀

坂本　力哉 土井　佑子 恩田　純子

津田　康徳 増井　賢一 恩田　裕司

宮廻　真由 山根　千穂 石橋　七海

佐藤　匠麻 石橋　勇児

長谷川　俊明 佐野　将文 影山　美奈

宇野　麻衣子

大阪市

鳥取市

大阪府

第三位

ＰＩＥＲＯ

めかぶ

ＫＩＳＳ　ＭＥ

スナノオマジック 鳥取県

住所

優　勝

準優勝

鳥取県 米子市

島根県 江津市

住所

第三位

第五位

第２１回さかいみなとビーチバレー大会　結果

第三位

第五位

住所

一般男子

一般女子

Ｇｒｏｏｏｏｖｙ 島根県 松江市

倉吉市

グルグルグルービー 島根県 松江市

第五位

Ｓｔａｒ　ｒｉｇｈｔｓ島根県 松江市

ベストパートナー 鳥取県



高校男子

チーム名 氏名 氏名

優　勝 鳥取中央育英高校Ｂ 鳥取県 東伯郡 木村　悠登 布袋　太陽

準優勝 鳥取中央育英高校Ａ 鳥取県 東伯郡 土井　蓮 秋鹿　伊吹

大社高校　Ａ 島根県 出雲市 大国　真路 橋本　圭佑

大社高校　Ｂ 島根県 出雲市 高橋　翔 吉賀　柚介

大社高校　Ｃ 島根県 出雲市 小原　伊吹 伊藤　悠登

Ｏｃｅａｎボーイズ 鳥取県 西伯郡 石原　拓海 若林　天伸

兵庫県立高砂高校Ａ 兵庫県 高砂市 近石　智暉 吉岡　龍星

大社高校　Ｆ 島根県 出雲市 松井　崇明 神原　奏也

高校女子

チーム名 氏名 氏名 氏名

優　勝 ＣｈｕーＧｉｒｌｓ 鳥取県 米子市 岩瀧　美央 本田　和佳奈 山根　亜美

準優勝 チームマソソ 鳥取県 境港市 油井　舞鈴 濱田　怜那 石田　愛美

ウルトラマン 鳥取県 西伯郡 川上　沙耶 角　奈津希 水野　早環

チームヤマモト 鳥取県 境港市 高山　優花梨 山本　美咲 木村　莉子

チームこめにし 鳥取県 西伯郡 京力　沙織 林原　明梨 山根　彩未

エンちゃん 鳥取県 境港市 北村　真帆 米原　唯 春日　衿那

ポメズ 鳥取県 境港市 岸崎　奈々子 津村　芽依 岡田　あずみ

Ｃhibe's 鳥取県 倉吉市 杉本　夏奈 青葉　紗弥 中江　彩綺

中学女子

チーム名 氏名 氏名 氏名

吾郷　真依 白築　晴日 森脇　優菜

栗林　香梨 林木　美空

準優勝 ｂａｄ　ｇｉｒｌ 鳥取県 境港市 堀江　梨穂 坪倉　小夏 松本　美弓

田邊　陽香 木村　志和 大橋　あかり

安倍　奈珠

山形　彩優那　 濵﨑　唯奈 吉田　美来

高橋　優菜 深田　えみか

第三位

第五位

住所

住所

第三位

第五位

住所

開　星 島根県 松江市

第三位

第四位 ＲＥＡＬＩＺＥ☆ 鳥取県 境港市

鳥取県 境港市まめいち

優　勝



チーム名 氏名 氏名 氏名

森田　理子 羽島　柚奈 羽島　梨杏

新田　なな子 松谷　ひなた 八幡　優月

白川　怜奈 安部　雅 森　塔子

安部　雄大

渡辺　倖弥 渡辺　洸夢 上山　貴弘

上山　真弘 亀田　知弥 城戸　侑葵

音田　桃夏 大西　希帆 久保田　美心

向井　葵 井上　葉月 高須　優愛

山形　鈴寧 長嶋　彩夏 手嶋　碧美

阿部　栞奈 前田　くるみ

河中　繭 尾崎　明里 鋪倉　菜々夏

山内　優奈 都田　渚 相見　光

猪崎　奏 武良　悠花 秋山　知優

加藤　恵茉

渡辺　杏里 梅谷　葵 藤田　優花

藤田　遥花 伊佐　友希 城戸　彩

渡邉　雛花

第三位

優　勝

準優勝

第五位

ファイヤーｇｉｒｌｓ 鳥取県

米子市

境港市

米子市

境港市

境港市

中浜スピリッツ　Ｂ

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

境港市

住所

渡スポ少バレー部　男子

住吉女子

中浜スピリッツ　Ａ

ＦＵＫＵＩＫＥ　チーム　Ｂ

サン球クラブ 鳥取県

米子市

米子市

小学生

ＦＵＫＵＩＫＥ　チーム　Ａ 鳥取県


