
2022年 秋季リーグ 

得点ランキング 

 

男子 1部 得点ランキング 

1位 大経大 中村 権一 64点 

2位 関西大 松本 大昌 56点 

3位 京産大 長榮 瑠伽 54点 

4位 天理大 吉田 峻祐 53点 

5位 関西大 白井 祐登 52点 

6位 同志社 辻 倫太朗 51点 

7位 立命館 竹原 響  50点 

8位 関学大 佐橋 陵汰 49点 

9位 桃学大 井上 太陽 45点 

9位 京産大 柴田 洸大 45点 

 

男子 2部 得点ランキング 

1位 龍谷大 伊藤 篤博 84点 

2位 大教大 後藤 俊介 72点 



3位 神戸大 松井 勇樹 68点 

4位 大阪大 藤澤 幸大 58点 

5位 近畿大 西井 秀仁 57点 

6位 甲南大 河野 竜也 53点 

7位 京都大 沢田 舜弥 48点 

7位 京都大 今田 龍馬 48点 

9位 龍谷大 山中 隆大 46点 

9位 近畿大 松浦 快仁 46点 

 

男子 3部 得点ランキング 

1位 大公大 竹田 翔哉 54点 

2位 佛教大 渡邊 大和 38点 

3位 和歌山 重藤 暸介 34点 

4位 大公大 大湾 康平 33点 

5位 佛教大 丈達 恵和 31点 

6位 流科大 重田 陸翔 30点 

6位 流科大 大岡 優太   30点 

6位 佛教大 上田 杏駆   30点 



9位 大公大 飯田 大貴   29点 

10位 佛教大 竹原 翔 28点 

 

男子 4部 得点ランキング 

1位 電通大 藤田 壮馬 48点 

1位 京外大 花城 哲平 48点 

3位 電通大 小島 郁也 43点 

3位 びわこ 露無 優稀 43点 

5位 京外大 中村 尊  42点 

6位 びわこ 福田 敦大 40点 

7位 電通大 信野 堅心  37点 

8位 京大医 平石 大賀  35点 

8位 滋賀大 武藤 孝太郎 35点 

10位 びわこ 橋本 康平 33点 

 

男子 5部 得点ランキング 

1位  大産大 高田 隼弥 33点 

2位  大産大 溝端 翔   32点 



3位  大学大 澤井 一咲  28点 

5位  奈医大 今岡 顕登  25点 

5位  大学大 高木 大輝  25点 

7位  大工大 小林 大起  24点 

7位  奈良大 長井 秀斗  24点 

8位  奈良大 山本 直弥  23点 

9位  大工大 小林 陸斗  21点 

10位 大薬大 三輪 智輝  20点 

 

女子 1部 ランキング 

1位 福科大 武澤 璃子 62点 

2位 武庫川 小泉 彩奏 57点 

3位 天理大 丸本 恵    56点 

3位 びわこ  関 紗弥    56点 

5位 関学大 関 洋香    47点 

6位 同志社 堀 愛梨    46点 

7位 関学大 山根 里美  45点 

8位 びわこ  岩木 桃香  43点 



9位 武庫川 岸田 夏希  42点 

9位 福科大 木村 葵    42点 

 

女子 2部ランキング 

1位 大教大 上野 彩香   72点 

2位 近畿大 加藤 鈴乃   61点 

3位 近畿大 松田 虹春   49点 

4位 大教大 庄野 里緒   48点 

5位 大教大 奥西 明寿香 44点 

5位 大教大 杉原 悠生   44点 

7位 近畿大 荒川 桜優   40点 

8位 佛教大 島村 明里    39点 

9位 京教大 金沢 菜都子 35点 

9位 関外大 中園 雅     35点 

 

女子 3部得点ランキング 

1位  大公大   橋本  奈々 42点 

2位  大公大   板谷 奈々  30点 



4位  滋賀大  田村 秦葉    25点 

4位  滋賀大  岡田 菜々子  25点 

5位  兵教大   小西 穂香  24点 

7位  京外大   谷口 莉子  20点 

7位  京外大  宮嵜 さつき 20点 

8位  兵教大  中道 穂花   19点 

10位 甲南大  川本 穂乃佳 18点 

10位 兵教大  武田 侑紀奈 18点 


