
1位 高山 泰英 (兼六クラブ) 高山 知之 (兼六クラブ)

2位 久瀬陽一郎 (兼六クラブ) 寺下 将司 (兼六クラブ)

3位 関戸 宏憲 (能美クラブ) 田村陽寿介 (能美クラブ)

4位 寺下 洸平 (能登町役場) 新平 浩之 (兼六クラブ)

5位 池端 佑紀 (北陸電力石川) 上野 裕介 (北陸電力石川)

6位 道下 晟多 (能登高校) 曽山 結心 (能登高校)

7位 端山 都頼 (東海大学) 山本 貴大 (日本体育大学)

8位 川端 光明 (北陸電力石川) 坪根 俊幸 (新橋こうや)

9位 林田 和樹 (ヨネックス) 髙月 拓磨 (ヨネックス)

10位 山本 瑠 (兼六クラブ) 坂井 俊彦 (兼六クラブ)

1位 赤井 祐歩 (金沢大学) 上田 祐歌 (金沢大学)

2位 清水 琉風 (金沢学院高等学校) 中村咲優菜 (金沢学院高等学校)

3位 牧 和音 (能登高等学校) 宮村 優花 (能登高等学校)

4位 山下 藍里 (能登クラブ) 山本 未来 (能登クラブ)

5位 多田里胡奈 (金沢学院高等学校) 北 侑果 (金沢学院高等学校)

1位 辻井 恒義 (野々市クラブ) 宮村 憲治 (野々市クラブ)

2位 谷 勝義 (野々市クラブ) 長田 正行 (金沢愛好会)

3位 道端 秀秋 (北陸電力石川) 中村 雅己 (コマツ粟津工場)

4位 大森 幸誠 (中能登町ＳＴＡ) 柏谷 信治 (七尾市ＳＴＡ)

4位 市村 拓也 (七尾市ＳＴＡ) 辰川 篤志 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)

1位 中家加寿子 (志賀町ＳＴＡ) 土川 芳美 (志賀町ＳＴＡ)

2位 鍋島 智子 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ) 平川 光世 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ)

3位 山谷 和美 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 濱本 奈苗 (志賀町ＳＴＡ)

4位 安部 理恵 (羽咋市ＳＴＡ) 前野 英恵 (ふたばクラブ)

5位 東方美智代 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 山谷 和美 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)

1位 長澤 晃市 (七尾市ＳＴＡ) 山森仁一朗 (七尾市役所)

2位 田中 啓誠 (七尾市ＳＴＡ） 下畠 和美 (内灘Ｖ遊ｸﾗﾌﾞ)

3位 岩田 正 (中能登町ＳＴＡ) 西 正則 (七尾市ＳＴＡ)

4位 榊原 雄司 (兼六クラブ） 西澤 文彦 (兼六クラブ)

5位 橋本 恭輔 (美川クラブ） 水口 雄二 (つるぎクラブ)

1位 青木真紀子 (ふたばクラブ) 米沢優美子 (ふたばクラブ)

2位 山口 聖子 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 中村 順子 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)

3位 岩山 真樹 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 南 可祝 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ)

4位 井上 幸江 (羽咋市ＳＴＡ) 西 千鶴 (ふたばクラブ)

5位 木下 郁子 (兼六クラブ) 坂本 一美 (兼六クラブ)

平成29年度 石川県ソフトテニス総合ランキング

【シニア男子４５以上】

【シニア女子４５以上】

【一 般 男 子】

【一 般 女 子】

【成 年 男 子】

【成 年 女 子】



1位 高田 治喜 (かほくクラブ) 蔵 和信 (コマツ粟津工場)

2位 森 衛 (志賀町ＳＴＡ) 大杉 茂博 (つるぎクラブ)

3位 高見 直秀 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 山田 健一 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)

4位 藤原 宏章 (コマツ粟津工場) 本間 友巳 (野々市クラブ)

5位 大畑 清隆 (野々市クラブ) 山田 健一 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ)

1位 芝 幸子 (ふたばクラブ) 井上 芳衣 (ふたばクラブ)

2位 平野みつ子 (中能登町ＳＴＡ) 浦辺可代子 (七尾市ＳＴＡ)

3位 白坂 優子 (穴水町ＳＴＡ) 谷内 忍 (穴水町ＳＴＡ)

4位 南 さとみ (穴水町ＳＴＡ) 増田美奈子 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ)

5位 石田 恵子 (内灘Ｖ遊ｸﾗﾌﾞ) 津田喜久子 (ふたばクラブ)

1位 郷家 勝徳 (野々市クラブ) 奥原 健次 (七尾市ＳＴＡ)

2位 室崎 康雄 (金沢愛好会) 津田 求 (金沢愛好会)

3位 架間 義基 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ) 髙山 邦夫 (能登クラブ)

4位 福田 重成 (金沢愛好会) 西田 俊廣 (かほくクラブ)

5位 山本 昇 (かほくクラブ) 長田 信英 (金沢愛好会)

1位 南 恵美子 (松ぼっくり) 北原 俊子 (中能登町ＳＴＡ)

2位 北原 久子 (中能登町ＳＴＡ) 架間 洋子 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ)

3位 小上防博子 (輪島ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞ) 西村 孝子 (ふたばクラブ)

4位 服部 弘美 (羽咋市ＳＴＡ) 中川くみ子 (七尾市ＳＴＡ)

5位 光山千鶴子 (松ぼっくり) 東 雅子 (松ぼっくり)

1位 奥田 伊織 (穴水高等学校) 岸本 吏玖 (穴水高等学校)

2位 德野 真士 (金沢学院高等学校) 藤井 理央 (金沢学院高等学校)

3位 大森 海誠 (七尾高等学校) 瀧下 斗真 (七尾高等学校)

4位 絈井 洋一 (能登高等学校) 大澤 和馬 (能登高等学校)

5位 米澤 優 (能登高等学校) 奥野 立樹 (能登高等学校)

6位 大町 陸 (能登高等学校) 東 拓真 (能登高等学校)

7位 圓明 優哉 (石川工業高等専門学校) 谷口 恭介 (石川工業高等専門学校)

8位 坂田 瑛慎 (金沢学院高等学校) 小玉 拓美 (金沢学院高等学校)

9位 森口 聖士 (七尾高等学校) 高山 祐希 (七尾高等学校)

10位 松本 彰太 (小松工業高等学校) 酒井 夢大 (小松工業高等学校)

1位 山本 英里 (能登高等学校) 下畠 奈巳 (能登高等学校)

2位 濱田 瑠奈 (能登高等学校) 宮村 優花 (能登高等学校)

3位 今井 咲希 (七尾高等学校) 松原 希歩 (七尾高等学校)

4位 濵田 夏帆 (七尾高等学校) 虎谷 果奈 (七尾高等学校)

5位 田川 真衣 (金沢学院高等学校) 西村 理伽 (金沢学院高等学校)

6位 辻口 萌 (七尾高等学校) 藤岡 佑衣 (七尾高等学校)

7位 多田里胡奈 (金沢学院高等学校) 中村咲優菜 (金沢学院高等学校)

8位 中野 侑花 (金沢学院高等学校) 小坂美砂瑠 (金沢学院高等学校)

9位 佐々木萌恵 (能登高等学校) 谷元 美紗 (能登高等学校)

9位 濵中 桃花 (能登高等学校) 谷村明日香 (能登高等学校)

【女 子】

【シニア男子６５以上】

平成29年度 石川県高等学校ソフトテニスランキング

【男 子】

【シニア女子６５以上】

【シニア男子５５以上】

【シニア女子５５以上】


