
所属 氏名 氏名 外川杯 総合選手権 選手権 木村杯 大友杯 合計

鬼魄会・JX金属製錬 松久　銀河 神　　大樹 30 10 10 50

大商鬼魄会 松久　銀河 松久　大地 30 30

中工OB・大商鬼魄会 木下　春義 松久　大地 30 30

日本製鉄大分 米吉　陸 井口　雄一 30 30

臼杵クラブ 竹内　貴政 足立　和優 15 5 5 25

ワインクラブ・JX金属製錬 井上　翔 黒田　龍司 15 10 25

ワインクラブ 雨川　達也 西田　達矢 10 10 20

日本製鉄大分 糸永　裕 藤澤　奨 15 15

日本製鉄大分 土谷　祐太 藤澤　奨 15 15

ワインクラブ・日本製鉄大分 仲田　勇城 黒田惣太郎 10 10

ワインクラブ 井上　　翔 佐藤　直人 10 10

JX金属製錬・大商鬼魄会 平田　啓輔 後藤　大剛 5 5 10

JX金属製錬佐賀関 小野　晃平 姫野　海里 10 10

大商鬼魄会 男知合　竜二 後藤　大剛 5 5 10

川澄化学・RESTA 藤野　郁弥 松野下　洸生　 5 5 10

日本製鉄大分 土谷　祐太 後藤　大晃 5 5

ワイン・鬼魄会 仲田　勇城 都築　　整 5 5

中工ＯＢ・ワイン 木下　春義 井上　　翼 5 5

2020年度　男子ポイントランキング



所属 氏名 氏名 外川杯 総合選手権 選手権 木村杯 大友杯 合計

明豊高校 岩倉　彩佳 渡邉　凜華 30 30 60

臼杵クラブ・日本製鉄大分 足立紗和子 太田　朱子 15 15 10 40

日本製鉄大分・JX金属佐賀関 松崎　侑子 神　果歩 30 30

日本製鉄大分・みえＳＴＣ 松崎　侑子 田中　優衣 30 30

日本製鉄大分 川崎　もも 神　あゆみ 10 15 25

明豊中学校 西田　海晴 中嶋　心暖 15 15

野津中学校 小橋　愛菜 内藤　彩音 10 10

明豊高校 宮﨑　愛実 中岩　愛耶夏 10 10

Ｃａｎｏｎ大分 安部穂乃花 姫野　佳林 10 10

楊志館高校OB 渡邉　光 甲斐　里咲 10 10

大分大学 佐藤　ひかり 山内　里奈 10 10

　女子ポイントランキング



所属 氏名 氏名 外川杯 選手権 木村杯 大友杯 合計

日本製鉄大分・川澄化学 村谷　直喜 木津　大幸 30 30 60

ワインクラブ・川澄化学 仲田　勇城 木津　大幸 30 30

日本製鉄大分・OSC 衛藤　順一 垣迫　裕之 15 5 20

まいづる鶴翔会・臼杵クラブ 外川　慎太郎 長谷川　圭介 10 10 20

PUERI・Ｃａｎｏｎ大分 後藤　哲也 山下　大輔 15 15

川澄化学・ワインクラブ 吉良　信之助 中尾　龍 10 5 15

佐伯市役所・OSC 岩崎　良 佐々木　誠二 15 15

どんぐり会・JX金属精錬佐賀関 稲生　真祐 秦　郁雄 10 10

ＯＳＣ 佐々木 誠二 垣迫　隼人 10 10

中工OB・OSC 大川　貴司 岩谷　渉 10 10

PUERI・日本製鉄大分 後藤　哲也 黒田　惣太郎 5 5

のぞみクラブ・日本製鉄大分 大石　智博 杉野　浩司 5 5

　男子３５ポイントランキング



所属 氏名 氏名 山下杯 各県対抗 県選手権 大友杯

日本製鉄・川澄 村谷 直樹 木津 大幸 30

のぞみくらぶ・大商鬼魄会 大石　智博 泉　康文 30

ワインクラブ・別府ｸﾗﾌﾞ 佐野　康孝 原田　豊之 10 10

大在クラブ 五十川　久 中川　孝徳 15

大在クラブ・日田市ソ 五十川　久 松本　雄二 15

女子

所属 氏名 氏名 山下杯 各県対抗 選手権 大友杯

鶴崎クラブ 飯沼 多鶴子 工藤 美恵 30 30

どんぐり会 吉岡　小百合 甲斐　直美 15 10

臼杵ク・杵築市ソ 小野　由香子 清水　洋子 15

臼杵ク・高田早朝 小野　由香子 遠入　尚美 10

男子４５ポイントランキング



合計

30

30
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15
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所属 氏名 氏名 山下杯 各県対抗 選手権 大友杯 合計

JX金属・どんぐり会 磯部 幸彦 阿部 陽二 30 30 60

どんぐり会・ＢＢク 山田 和夫 酒井 通義 15 15

どんぐり会・ＢＢク 清水　好則 酒井 通義 15 15

佐伯ク・川澄化学 竹内　文彦 市原　利幸 10 10

　男子５０ポイントランキング



所属 氏名 氏名 山下杯 各県対抗 選手権 大友杯 合計

佐伯クラブ・ワインクラブ 岡部　良信 大久保　昭雄 30 30 60

BBクラブ・みえSTC 佐藤　英寛 菅田　恵三 15 10 25

佐伯市ソフトテニス 高司　俊彦 狩生　哲廣 15 15

日田市ソ・坂ノ市クラブ 竹井　信之 長谷部　謙二 10 10

坂ノ市クラブ・ベーハークラブ 森山　良一 真部　正治 10 10

0

　男子６０ポイントランキング



所属 氏名 氏名 山下杯 各県対抗 選手権 大友杯 合計

吉四六クラブ 工藤　英二 後藤　哲夫 30 15 45

中津シニア 宮崎　一晴 小川　太海 15 30 45

日田市ソフトテニス 杉野　恭一 高倉　鉄巳 10 10

　男子70ポイントランキング



所属 氏名 氏名 ハイスクール 高校総体 合計

大分高校 神品　裕一郎 河野　輝星 30 30

大分商業高校 長濱　宗一郎 大平　凌宇 15 15

大分商業高校 森田　裕貴 板屋　大翔 10 10

大分商業高校 松野下　裕稀 高橋　洸 10 10

大分商業高校 末延　翔真 都築　健 5 5

大分高校 谷　寛貴 西山　瑛馬 5 5

大分商業高校 田尻　功太 沖山　満也 5 5

津久見高校 石井　瑛 松坂　大哉 5 5

0

0

0

0

　高校男子ポイントランキング



所属 氏名 氏名 ハイスクール 高校総体 合計

明豊高校 岩倉　彩佳　 渡邉　凛華 30 30

明豊高校 宮崎　愛実 中岩　愛耶夏 15 15

明豊高校 中村　佑莉菜 吉田　野乃 10 10

明豊高校 櫻庭　由衣 今城　涼音 10 10

大分商業高校 三村　唯 藤澤　詩乃 5 5

大分鶴崎高校 平野　衣麻 野口　優珠 5 5

楊志館高校 甲斐　里咲 西畑　舞音 5 5

　 0

0

平成３０年度　高校女子ポイントランキング



所属 氏名 氏名 選手権 全日本予選 九州予選 合計

PUERI 穴見　舜 隈井　快里 30 30

犬飼町スポ小 河野　礼 梅木　悠暉 15 15

大志生木ＳＴＣ 甲斐　琉翔 岩崎　蓮 10 10

三重町ウインズ 衛藤　敦生 工藤　翔悟 10 10

大志生木ＳＴＣ 成松　大紀 柴田　夢浬 5 5

三重町ウインズ 村元　秦太 甲斐田　真佑 5 5

中津市親子・臼杵リターン 村上　明優 松坂　潤希 5 5

佐賀関ＳＴ　ｊｒ 稲生　拓斗 上尾　遊惺 5 5

0

0

0

　小学生男子ポイントランキング



所属 氏名 氏名 選手権 全日本予選 九州予選 合計

姫島ジュニア 大海 香桜 鹿野 百恵 30 30

姫島ジュニア 小島　紗英 北村　悠良 15 15

野津町ジュニア 内藤　美咲 姫嶋　心優 10 10

野津町ジュニア 吐合　美空 森永　麻鈴 10 10

PUERI 原田　紗希 厚田　ひな乃 5 5

野津町ジュニア 長野　梨心 森尾　奈那子 5 5

安岐BOMBEE 中嶋　珠暖 中嶋　恋暖 5 5

安岐BOMBEE 溝部　真心 木村　哩々 5 5

0

0

0

　小学生女子ポイントランキング


