
1位 関戸　宏憲 (能美クラブ) 田村陽寿介 (能美クラブ)

2位 奥田　伊織 (能美クラブ)　 奥野　立樹 (能登町役場)

3位 寺下　洸平 (能登町役場) 善野　功太 (能登町役場)

4位 高山　泰英 (兼六クラブ) 高山　知之 (兼六クラブ)

5位 米澤　　要 (兼六クラブ) 山本　貴大 (東京ガス)

6位 竹田　　凌 (能登高等学校) 津島　青空 (能登高等学校)

7位 川崎谷　凌 (石川工業高等専門学校) 藤澤　玲空 (石川工業高等専門学校)

7位 松本　彰太 (金沢学院大学) 西田　壱国 (金沢学院大学)

7位 木本　武尊 (金沢学院高等学校) 坂本　大起 (金沢学院高等学校)

7位 宮本　　陸 (羽咋工業高等学校) 松村　龍音 (羽咋工業高等学校)

1位 立岩　らん (能登高等学校) 矢巻希乃香 (能登高等学校)

2位 法花堂古都 (金沢学院高等学校) 棚田　すず (金沢学院高等学校)

3位 木宮　歩乃 (能登高等学校) 免田　梨伽 (能登高等学校)

4位 布施　琴音 (能登高等学校) 白江　佳怜 (能登高等学校)

5位 山本　英里 (東京女子体育大学) 宮下こころ (明治大学)

1位 道端　秀秋 (北陸電力石川) 中　　卓也 (コマツ粟津工場)

2位 瀬戸　真一 (兼六クラブ) 中村　雅己 (コマツ粟津工場)

3位 川崎　　優 (能登町役場) 中宮　篤志 (能登町役場)

1位 山谷　和美 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 前野　英恵 (ふたばクラブ)

2位 松本　清加 (野々市クラブ) 柳田　裕子 (内灘Ｖ遊クラブ)

3位 岩山　真樹 (加賀ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ) 米沢優美子　 (ふたばクラブ)

3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)

1位 谷　　勝義 (野々市クラブ) 長田　正行 (金沢ｿﾌﾄﾃﾆｽ愛好会)

2位 小原　信幸 (能登町役場） 森　　　崇 (かほくクラブ)

3位 岩田　　正 (中能登町ＳＴＡ) 大森　幸誠 (中能登町ＳＴＡ)

　　※令和2年度、選考大会の中止もしくは不成立のためランキング対象者無し

1位 畔柳　昌己 (野々市クラブ) 大杉　茂博 (つるぎクラブ)

2位 升田　政義 (かほくクラブ) 山崎　善浩 (羽咋市ＳＴＡ)

3位 田中　啓誠 (七尾市ＳＴＡ) 下畠　和美 (内灘Ｖ遊クラブ)

4位 藤原　宏章 (コマツ粟津工場) 北本　信也 (野々市クラブ)

1位 木下　郁子 (兼六クラブ) 坂本　一美 (兼六クラブ)

2位 加藤千容美 (松ぼっくり) 高見摩利子 (松ぼっくり)

3位 井上　芳衣 (ふたばクラブ) 藤澤　幸栄 (七尾市ＳＴＡ)

　令和２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】

【シニア男子５５以上】

【シニア女子５５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) 橋口　有康　 (兼六クラブ)

2位 干場　三郎 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ) 本間　友巳 (野々市クラブ)

3位 福田　重成 (金沢ｿﾌﾄﾃﾆｽ愛好会) 西田　俊廣 (かほくクラブ)

3位 架間　義基 (松任ｺｽﾓｽｸﾗﾌﾞ) 髙山　邦夫 (能登町ＳＴＡ)

1位 奥原外茂栄 (七尾市ＳＴＡ) 脇野　信子 (額クラブ)

2位 服部　弘美 (羽咋市ＳＴＡ) 中川くみ子 (七尾市ＳＴＡ)

3位 梶　　鈴代 (松ぼっくり) 南　恵美子 (松ぼっくり)

　　※令和2年度、選考大会の中止ためランキング対象者無し

　　※令和2年度、選考大会の中止ためランキング対象者無し

1位 藤澤理央馬 (加賀ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 藤澤　蒼璃 (加賀ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

2位 畠山　総介 (七尾ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 嵜田　　慧 (七尾ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3位 松岡　悠翔 (能美ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ) 羽野　永都 (能美ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)

3位 影田　永遠 (能登ｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団) 境谷健太郎 (能登ｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団)

5位 近岡宗一郎 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 藤井　大和 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

5位 久田　陸人 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 上田　蕾暉 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

5位 中　竜之介 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 界　　利來 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

5位 鍋島　　凛 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 坂下　晃介 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

1位 小原萌々子 (能登ｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団) 長道　朱里 (能登ｿﾌﾄﾃﾆｽｽﾎﾟｰﾂ少年団)

2位 佐古　七海 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 山本　希恵 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3位 小酒　虹海 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 鍋島　　蘭 (宝ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

3位 坂本　彩翔 (バモスはくいｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ) 服部　亜子 (バモスはくいｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ)

5位 森川　愛瑠 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 中村　桜子 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

5位 川端　小波 (加賀ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 西　　清花 (加賀ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

5位 宮本　菜々 (河北台ｷｯｽﾞｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 鳥井　莉恋 (河北台ｷｯｽﾞｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

5位 古橋　　澪 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 飯田　美里 (小松荒屋ｿﾌﾄﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

【女        子】

令和２年度　石川県高校生ソフトテニスランキング

令和２年度　石川県中学校ソフトテニスランキング

【シニア男子６５以上】

令和２年度　石川県小学生ソフトテニスランキング

【男        子】

【シニア女子６５以上】


