
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

佐伯市役所・ＰＰＣ佐賀関 柴田健吾 黒田龍司 30 10 40

ワインクラブ・大商鬼魄会 雨川達也 江藤拓海 30 5 35

新日鐵住金大分・ＰＰＣ佐賀関 米吉陸 神大樹 5 30 35

中工ＯＢ・新日鐵住金大分 木下春義 杉野浩司 10 5 15

新日鐵住金大分 木本航 三浦康治 15 15

大商鬼魄会 宮川桂祐 松久大地 15 15

大商鬼魄会 松久大地 江藤拓海 15 15

新日鐵住金大分・ＰＰＣ佐賀関 糸永裕 神大樹 10 10

新日鐵住金大分 仲田勇城 黒田惣太郎 10 10

新日鐵・川澄化学 村谷直喜 木津大幸 10 10

新日鐵住金大分 仲田勇城 萱島創太 10 10

大商鬼魄会・臼杵クラブ 冨田聡 長谷川圭介 5 5

大分大学 山本拓実 國崎大知 5 5

新日鐵住金大分 米吉陸 萱島創太 5 5

大商鬼魄会 宮川桂祐 石井伸幸 5 5

新日鐵住金大分 糸永裕 三浦康治 5 5

新日鐵住金大分・西工大 木本航 金城日出人 5 5

新日鐵住金大分 木本航 佐藤 零 5 5

中津東ＯＢ 熊谷 香輝 橋本 典弥 5 5

キヤノン大分 後藤 優太 片山悠太 5 5

平成29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

鶴崎クラブ・ＰＵＥＲＩ 片桐千春 姫野果歩 30 30 30 90

みえＳＴＣ 児玉咲樹 田中優衣 15 10 25

佐伯ックス 太田麻鈴 川野真季 15 10 25

新日鐵住金大分 森山之乃華 平田葵 5 15 20

Ｃａｎｏｎ大分 江村由佳 井上聖奈 10 10

Ｃａｎｏｎ大分 安部穂乃花 姫野佳林 10 10

ＰＵＥＲＩ 都築麗 小島みさき 10 10

大分商業高校 廣末菜桜 河野涼夏 10 10

Ｃａｎｏｎ大分・ＰＵＥＲＩ 江村由佳 小島みさき 5 5

ＲＥＳＴＡ 多田隈宏美 衛藤あやの 5 5

Ｃａｎｏｎ大分 江村由佳 安部穂乃花 5 5

三重総合高校 甲斐絵莉香 矢野伊吹 5 5

Ｃａｎｏｎ大分 井上聖奈 姫野佳林 5 5

大分商業高校 廣津凪沙 安部知佳子 5 5

Ｃａｎｏｎ大分 安部穂乃花 井上聖奈 5 5

平成29年度　女子ポイントランキング



所属 氏名 氏名 大友杯 外川杯 選手権 木村杯 合計

新日鐵住金大分・川澄化学 村谷直喜 木津大幸 30 30 60

鶴翔会・臼杵クラブ 外川慎太郎 長谷川圭介 30 30

九州電力・佐伯市役所 首藤恵介 岩﨑良 15 15

新日鐵住金大分・ＯＳＣ 衛藤順一 佐々木誠二 15 15

OSC 宮原亨 垣迫 隼人 15 15

日田クラブ 三木征博 三苫昭憲 10 10

まいづる鶴翔会・大在中学校 外川慎太郎 都築修造 10 10

ＯＳＣ 渡辺亨 宮原亨 10 10

PPC佐賀関・三重総合 成松 朋紀 酒井 通義 10 10

新日鐵住金大分 衛藤 順一 安部智哉 10 10

平成29年度　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 選手権 大友杯 合計

PPC・どんぐりク 磯部幸彦 阿部陽二 30 30 60

まいづる鶴翔会 首藤俊一 井手一雄 10 10 20

ワインクラブ・新日鐵 佐藤久康 林克則 15 15

ワインクラブ 小野公則 小野公明 15 15

杵築・どんぐり 清水好則 井上英樹 10 10

平成29年度　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

新日鐵住金大分・ワインクラブ 迫田利道 大久保昭雄 15 10 30 55

佐伯クラブ・三重町STC 岡部良信 菅田恵三 30 15 45

ＢＢク・中津ク 佐藤英寛 荒川節幸 30 30

坂ノ市ク・ベーハーク 森山良一 十時三明 15 15

吉四六クラブ 工藤英二 後藤哲夫 10 10

日田クラブ 竹井信之 立花正典 10 10

日田ク・ＢＢク 竹井信之 竹原栄 10 10

佐伯クラブ 岡部良信 高野幸男 10 10

平成29年度　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 30

坂ノ市クラブ・ベーハークラブ 森山良一 十時三明 15 15

佐伯クラブ・臼杵クラブ 吉田節治 土谷桂山 10 10

平成29年度　男子６５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

大分商業高校 山本太志 垣迫　誉 30 30 60

日田林工高校 宮崎寛之 日隈琉成 15 5 20

楊志館高校 立脇勇輝 渡邉卓巳 10 5 15

中津東高校 堀添啓人 今吉智也 5 10 15

大分商業高校 衞藤宥斗 甲斐将太 15 15

日田林工高校 蔵本昌紀 仁田野魁翔 10 10

大分高校 舎川龍成 菅沼心 10 10

佐伯鶴城高校 嶋田航大 清家央貴 5 5

大分商業高校 高松遼河 甲斐田　黎 5 5

大分商業高校 野下侑真 永石豪 5 5

大分高専 森山竣矢 御手洗良紀 5 5

別府翔青高校 岸野修真 佐藤優月 5 5

平成29年度　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 渡辺舞華 渡邉奈々恵 30 15 45

明豊高校 伊藤唯 大塚瑠依 15 30 45

明豊高校 小野菜々子 神あゆみ 10 10 20

大分商業高校 廣末菜桜 河野涼夏 10 10 20

三重総合高校 甲斐絵莉香 矢野伊吹 5 5 10

明豊高校 大森乃愛 古田絢愛 5 5

明豊高校 飯野美咲 真島千奈 5 5

明豊高校 一木しいな 甲斐成美 5 5

明豊高校 一木しいな 古田絢愛 5 5

明豊高校 飯野美咲 甲斐成美 5 5

臼杵高校 出納佳 酒井美琴 5 5

平成29年度　高校女子ポイントランキング



所属 氏名 氏名

1 神崎中学校 長濱宗一郎 藤澤知彌 

2 犬飼中学校 川野拓歩 板井 大翔

3 上野ヶ丘中学校 帯刀祐輔 笠木大輝

3 駅川中学校 森田裕貴 相良楓太

5 別府北部中学校 平川涼太 沖山満也

5 明野中学校 井上大暉 左藤大智

5 神崎中学校 山下風雅 吉良倫太郎

5 三重中学校 神品裕一郎 伊東駿

平成29年度　中学男子ポイントランキング



所属 氏名 氏名

1 神崎中学校 藤澤江奈 岩﨑 琉海波

2 神崎中学校 岩﨑莉緒菜 浅野麗羅

3 神崎中学校 江藤海羽 渡邉凛華

3 野津中学校 岩倉彩佳 髙橋香羽

5 戸次中学校 衛藤寧 甲斐さわ

5 中津豊陽中学校 村上綾 林怜奈

5 臼杵西中学校 玉井萌華 安藤夏海

5 佐賀関中学校 平野衣麻 二宮穂乃花

平成29年度　中学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

大志生木STC・犬飼町スポーツ 藤澤　尚聡 岡本央睦 30 10 40

安岐・武蔵BOMBEE 一法師　優吾 清水　慎之亮 10 30 40

安岐・武蔵BOMBEE 穴見　陸 隈井　博登 15 10 25

臼杵リターンエース 山下　凱空 俣江　陵汰 10 15 25

PUERI 渡部凌介 坂口　竣亮 5 5 10

大志生木STC 浅野煌星 岩崎蓮 5 5

犬飼町スポーツ 吉田海十 小野泰輝 5 5

佐賀関 池永陵 安部彗 5 5

佐賀関 小田和輝 後藤稔哉 5 5

PUERI 加藤蒼唯 山田卓弥 5 5

三重町ウィンズ 衛藤結生 農上敢 5 5

平成29年度　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

野津町ｒ 小橋　愛菜 内藤　彩音 30 30 60

姫島ジュニア 西村　吏乃 中村日花莉 15 10 25

安岐・武蔵BOMBEE 西田海晴 中嶋心暖 10 15 25

大志生木STC 姫野　さくら 神田　優 10 10 20

犬飼町スポーツ 川野　莉穂 山内綾 5 5 10

犬飼町スポーツ 三宮万結 神田彩花 5 5

臼杵リターンエース 神田　愛浬美 三田井楓 5 5

三重町ウィンズ 中田萌菜 赤嶺あゆ 5 5

犬飼町スポーツ 小野友梨香 衛藤こころ 5 5

安岐・武蔵BOMBEE 本田莉緒 門岡春菜 5 5

安岐・武蔵BOMBEE 小田星夏 吉良璃音 5 5

平成29年度　小学生女子ポイントランキング



所属 氏名 合計 所属 氏名 合計

ＰＰＣ佐賀関 神大樹 30 明豊高校 伊藤唯 30

新日鐵住金大分 米吉陸 15 野津中学校 岩倉彩佳 15

ＰＵＥＲＩ 松久大地 10 明豊高校 大塚瑠依 10

ワインクラブ 雨川達也 10 大分商業高校 藤澤佳蓮 10

大分商業高校 山本大志 5 明豊高校 渡邉奈々恵 5

ワインクラブ 井上翔 5 明豊高校 渡邉舞華 5

大分高校　 舎川龍成 5 大分商業高校 河野涼夏 5

日田林工高校 宮崎寛之 5 大分キヤノン 江村由佳 5

平成29年度　男子シングルスランキング 平成29年度　　　女子シングルスランキング


