
第1回 （1988年） 記録なし

第2回 （1989年） 記録なし

第3回 （1990年） 記録なし

第4回 （1991年） 記録なし

第5回 （1992年） 記録なし

1位 単発クン 松田

2位 ハーフタイム 藤竹

3位 倉工峰球会 山下

3位 工大バレー部　X 富山

1位 アリゲーター 大谷

2位 TeamWest　A 佐々木

3位 オリーブ　A 斉木

3位 藤原Children 高光

第7回 （1994年） 記録なし

1位 ボンビーズ 料治 仁科

2位 下植野選抜チーム 北 梅原

3位 TEAMモーグル　Ⅲ 米澤 石岡 松本

3位 ボヘボヘ 美保 サムエル 宮田

1位 ブーツフルガールズ 三好 田村 藤田 木下

2位 GONTAクラブ　A 村上 三品 脇坂

3位 アクアマリン 田中 藤原 久保 平田

3位 サファイア 國塩 石岡 上田

第8回 （1995年）

男子

女子

Sun-in ビーチバレー大会　大会成績

男子

女子

第6回 （1993年）



1位 ギンギンピクピク　1 下林 梅原

2位 ギンギンピクピク　4 加地 井上

3位 ギンギンピクピク　5 西田 大川

3位 NTT中国　A 重田 栗栖

1位 アタカ 安宅 沢亀 辻

2位 ボンバー！ゴング 駒井 小林 村上

3位 アリゲーター 大谷 杉尾 西村

4位 スポーツガールズ 船木 西田 宮路 下篠

1位 くまさんチーム 熊田 桑原

2位 チームP／N 中村 ポール

3位 BTOC　H 西村 鎌田

4位 BITOC　I 石岡 三好

1位 ビーチガールズ　B 岡田 蔦屋 寺西

2位 ビューティーパワーズ 三好 田村 野口 木下

3位 HDU－2 坂元 盛清 河平

4位 BITOC　7 山口 進藤 中村

1位 S&S 孫 酒井

2位 BITOC　2 下林 三好

3位 パナソニック 白数 米山

4位 BITOC　1 西田 幸福

1位 ビューティーパワーズ　B 浮ヶ谷 衣笠

2位 ビューティーパワーズ　A 三好 田村

3位 武庫川女子大　A 片山 日野

4位 BITOC　A 幸福 熊野

女子

第9回 (1996年）

男子

男子

女子

(1997年）第10回

男子

女子

(1998年）第11回



1位 プチプチトマト 小澤 白鳥

2位 BITOC　Ⅰ 下林 桐原

3位 BITOC　Ⅱ 大川 幸福

4位 BITOC　Ⅲ 西田 浅野

1位 ウキリコ 中村 浮ヶ谷

2位 武庫川女子大　B 山田 荒野

3位 タムリエ 田村 名取

4位 アクアマリン 田中 藤原

1位 プッチプチトマト 白鳥 小澤

2位 BITOC　1 下林 桐原

3位 BITOC　2 大川 幸福

4位 BITOC　3 斉藤 木村

1位 BITOC　F 三原 林

2位 BITOC　B 富岡 田村

3位 武庫川女子大　A 荒野 田村

4位 BITOC　D 藤原 中居

男子 1位 高尾・小川組 高尾 小川

A 2位 夏鈴 木村 幸福

クラス 3位 鹿屋体育大学　A 畑 松本

男子 1位 歯とブリケツ 三好 守山

B 2位 KYUBA　1 田中 山下

クラス 3位 どこまでやれるか 小田 西田

1位 ビーチの女王 中村 小松

2位 BITOC　Ⅰ 富岡 小山

3位 関口・西村組 関口 西村

男子

女子

(1999年）第12回

男子

女子

(2000年）第13回

女子

(2001年）第14回



1位 かりん 幸福 木村

2位 かりんちゃん 堀内 曽我昌

3位 妻子持ちと仙人 下林 檀野

4位 KYUBA　3 相部 松永

1位 小栗・鈴木組 小栗 鈴木

2位 ちゃこはるお 小田 井上

3位 武庫川女子大　A 田村 赤澤

4位 名取・上村 名取 上村

1位 ベリーマッチ　3 中尾 備前

2位 日宅クラブ 近森 筒井

3位 ベリーマッチ　しまぶ 美延 富岡

4位 ポリポリ 上田 谷本

1位 桐原&畑 桐原 畑

2位 かりん 幸福 木村

3位 海岸でおひがん 鈴木 森岡

4位 森河原 河原 森川

1位 鈴木　小栗 鈴木 小栗

2位 やっかい女達 西村 小泉

3位 ぽかぽか 名取 上村

4位 ちゃこはるお 井上 小田

1位 O2 澤田 長町 高橋 官花

2位 兄貴－！ 広田 秋山 羽村 有富

3位 S-cube 国方 十河 高澤 兼松

4位 ボアーズ　A 神村 三島 福島 山岡

1位 キンニクン 山本 畑

2位 ナベの耳寄りな情報！ 高尾 渡辺

3位 桐原&青木 桐原 青木

4位 続なぞのタイ人 下林 森岡

1位 有田・浦田 浦田 有田

2位 かえ・はるか 井上 小泉

3位 ちゃこみどり 中林 小田

4位 ぶちび 宮田 梁川

1位 win'stone 神庭 渡辺 坂口 加原

2位 藤井寺 有安 藤井 石橋 植田

3位 T・D・H 足立 渡部 渡辺 門永

4位 バーボンズ 山田 中溝 山田 斉藤

男子

女子

混成

(2003年）第16回

(2002年）第15回

男子　A

女子

男子　B

男子

女子

混成

(2004年）第17回



1位 畑信也と青木晋平です 畑 青木

2位 木村太郎 木村 鈴木

3位 尾崎・中川 尾崎 中川

4位 ちりん 森岡 幸福

1位 マカベ&オグリ 真壁 小栗

2位 ニシボリ 西堀 西堀

3位 にこちゃん大王 三木 藤原

4位 小栗&由比 小栗 由比

1位 VAGUE 藤瀬 平井 相見 増田

2位 増田久子 酒井 谷野 芝 中嶋

3位 建友会 佐々井 山本 作野 竹田

4位 龍星　A 東 佐倉 西谷 大野

1位 山本・森川 山本 森川

2位 畑・青木ペア 畑 青木

3位 にょっき 相部 楠木

4位 中矢・森岡 中矢 森岡

1位 いちごパフェ 針川 菅原

2位 つばさ&さちえ 小栗 由比

3位 ハシモとコマジ 駒田 橋元

4位 セクシーガール 三木 藤原

1位 ルパンとムサシ 渡邉 山﨑 末次 伊豆

2位 VAGUE 加藤 加藤 岩田 沖口

3位 おこげ山 小山 寺田 永田 池松

4位 チーム鎌倉彫 鎌倉 星野 楠井 楠井

1位 薔薇族 鈴木 木村

2位 HI　TIME 井上 畑

3位 にょっき 相部 楠本

4位 やもり 森川 矢野

1位 真壁・小栗 真壁 小栗

2位 黒ごまオ・レ 梁川 菅原

3位 ケイ・マリ 浦田 宮田

4位 どすこい’ｓ 藤原 駒田

1位 ｗin’ston　A 長岡 藤原 坂口 加原

2位 なんでもできる 江頭 角谷 守安 樋口

3位 VAGUE 藤瀬 平井 平井 吉井

4位 おこげ山 寺田 小山 小林 松岡

男子

女子

混成

(2007年）第20回

男子

女子

混成

(2006年）第19回

男子

女子

混成

(2005年）第18回



1位 西村・森川 西村 森川

2位 仲矢・井上 仲矢 井上

3位 青木・長谷川 青木 長谷川

4位 マイケルじゃないです 鈴木 瀬田

1位 浦田・鈴木 浦田 鈴木

2位 TEAM・リタ 尾崎 草野

3位 ジョン・トラボルタ 駒田 藤原

4位 浦田・由比 浦田 由比

1位 Win’ston　C 神庭 上代 坂口 加原

2位 MAX 田中 村尾 山本 松岡

3位 VAGUE 藤瀬 平井 平井 河中

4位 Win’ston　B 長岡 村上 安達 高本

1位 仲矢・井上 仲矢 井上

2位 長谷川・脇谷 長谷川 脇谷

3位 ヘリコプターズ 鈴木 瀬田

4位 WINDS 西村 今井

1位 茨城かすみ系 山田 保立

2位 チビ&スパンク 小泉 周藤

3位 黒そうなやつは大体友達 駒田 中塚

4位 ノンプロテイン 三木 松山

1位 鰯。&Gaaco 上杉 野口 斎賀 宮本

2位 Groooovy 渡辺 池田 片寄 渡辺

3位 SVOlme 金谷 井上 板持 山口

4位 まいピー出頭 福岡 宮本 川田 緒方

1位 渡辺リトル 渡辺 井上

2位 脇谷・長谷川 脇谷 長谷川

3位 WINDS 仲矢 西村

4位 中村・木村 中村 木村

1位 千秋・もみじ 三木 楠原

2位 J☆ONE 村上 周藤

3位 山田・幅口 山田 幅口

4位 渡辺・松村 渡辺 松村

1位 KYUBA 樽井 高江 小野田 川口

2位 Groooovy 渡辺 池田 廣島 渡辺

3位 チームジャンボ鶴田 野口 吉原 平岡 石田

4位 ベストパートナー 田中 恩田 龍田 恩田

第21回

男子

女子

混成

(2009年）第22回

男子

女子

混成

(2008年）

男子

女子

混成

(2010年）第23回



1位 井上・長谷川 井上 長谷川

2位 西村・仲矢 西村 仲矢

3位 吉田UFO 奥平 吉田

4位 木村・松本 松本 木村

1位 じゅん・あゆ 駒田 草野

2位 たくみ 山田 幅口

3位 ニンニコ☆ニン 本田 藤井

4位 嫁とチョロ嫁 中村 岩名

1位 がんばる 島袋 備前 小野田 川口

2位 THE武道 渡邉 金谷 井上 渡邉

3位 ベストパートナー 恩田 恩田 土井 安井

4位 ワクサン 中山 脇谷 浜崎 諏澤

1位 ベボニア・ボタニカ 畑 長谷川

2位 中矢・長谷川翔 仲矢 長谷川

3位 中川・吉田 吉田 中川

4位 川田・瀬田 川田 瀬田

1位 白ごはん 足立 水田

2位 なつあき 徳丸 北村

3位 クリスティーナ・ロナウド 松村 丸山

4位 浦田・浅尾 浦田 浅尾

1位 警察学校９時門限 野口 吉原 石田 中尾

2位 VAGUE 平井 加藤 渡部 狭間

3位 TAMANEGI　CLUB 眞野 西 古川 宮本

4位 白鳥くらぶ 宮井 三村 安部 山本

1位 WINDS 西村 日高

2位 レルハセ 井上 長谷川

3位 畑辺・清水 清水 畑辺

4位 佐藤・中山 佐藤 中山

1位 ベンジャミン 保立 浦田

2位 大山小山 幅口 大山

3位 ミーンガールズ 村上 藤井

4位 永田・小野田 小野田 永田

1位 チーム原Hチーム 西 福井 西 松井 黒田

2位 Groooovy 渡辺 池田 長谷川 藤原

3位 京都府警２４時 野口 吉原 松浦 内田

4位 激怒プンプン 平井 種林 渡部 狭間

男子

女子

混成

(2011年）第24回

男子

女子

混成

(2012年）第25回

男子

女子

混成

(2013年）第26回



第27回 (2014年） 台風のため中止

１位 西村・上場 西村 上場

２位 土屋太郎 鈴木 土屋

３位 永井・二宮 永井 二宮

４位 青くて硬い！ 仲矢 松本

１位 永田・小野田 小野田 永田

２位 二刀流 田中 坂本

３位 神戸・甲北 金光 長友

４位 はなねね 舩岡 徳永

１位 Groooovy 渡辺 池田 長谷川 藤原

２位 グルグルグルービー 長谷川 内田 田部 流

３位 鰯。 松本 佐田山 二見 和田

４位 白鳥くらぶ 宮井 安部 三村 山本

１位 中村・林 中村 林

２位 よしえん 吉原 遠藤

３位 小森・梅野 梅野 小森

３位 木村・高橋 木村 高橋

１位 福知山成美　A 出口 西

２位 中村・小野田 小野田 中村

３位 菅原　南 南谷 菅原

３位 リーダーとジモン 岩名 徳丸

１位 KISS　ME 谷 岡本 三浦 宮原 月山

２位 まーしゃる　Z 曽田 伊東 板木 石原 森下

３位 まなかな 佐田山 立原 生林 遠藤

３位 美男と野獣と石原家 石原誠 石原里 國貞 板垣 藤本 田原

男子

女子

混成

(2016年）第29回

男子

女子

混成

(2015年）第28回



１位 畑辺・村上 畑辺 村上

２位 EHIME　スパイカーズ 長谷川 庄司

３位 なんくるないさ 島袋 瀬田

３位 リトル 土屋 井上

１位 A　With　B 田中 鈴木

２位 宮川・坂口 坂口 宮川

３位 村上・坪内 村上 坪内

３位 だいちゃんの弟子① 柴 石坪

１位 ドロリッチ 藤原 尾崎 錦織 今岡

２位 小出・狩野withTK 野口 吉原 福本 鷲見 松本

３位 明日仕事だよ 田子 渡邉 濱田 佐々木 高梨

３位 砂ノオマジック 大村 田中慎 田中奈 花本 石橋

１位 日大ビーチバレー部 瀬田 和田

２位 小出と山口 土屋 道木

３位 丸山・小島 丸山 小島

３位 田端・島袋 田端 島袋

１位 オーイング 幅口 坂口

２位 吉澤米村 米村 吉澤

３位 坪内・新井 坪内 新井

３位 SUBVT 若井 山田

１位 Groooovy 渡辺 池田 長谷川 渡辺 原田

２位 Era＆agoo 安達 錦織 佐藤 須山

３位 梯子クレーン 田子 濱田 佐々木 高梨 實原

３位 Villain 長谷川 金坂 小田井 景山 山本

１位 しまぶんちの宝 島袋 前田

２位 境港ファイターズ 松本 田端

３位 徳島　A 美濃 丹澤

３位 チーム　Van 山口

１位 周・周 周 周

２位 松本村 松村 松本

３位 ANA 森岡 辻村

３位 TERU 小出 片田

１位 トットリサンバーズ 吉原 佐別當 野口 高山 木村

２位 ロイター板 濱田 渡邉進 土井 狭間 渡邉毅

３位 明日は仕事 田子 西村 佐々木 高梨

３位 Groooovy 渡辺 池田 長谷川 原田

(2017年）第30回

男子

女子

混成

(2019年）第32回

Daniel　Caverly

男子

女子

混成

(2018年）第31回

男子

女子

混成



第３３回 (2020年） 新型コロナウイルス感染症のため中止


