
９．「なんとか王」認定式
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• ここからは、年間ランキングとは別の視点で皆さんの活躍ぶりを分析してみ

ます。題して「なんとか王ランキング」！内容はこんな感じです。王様まであ

と一歩、二歩だった選手も合わせて発表します。

『なんとか王』 リスト 内 容

エントリー王（皆勤賞） 大会参加エントリー数の王者。

フライト距離王 全タスクでの総飛行距離の王者。

ゴール王（到達王） ゴール総数の王者、野球のホームラン王のイメージ。

得点王
全得点の総計の王者、４タスク、５タスクもＯＫ。サッカー、ラグビーの
得点王のイメージ。

移動距離王（遠征王）
選手の都道府県庁からエリアまでの直線距離×２（往復）の総合計
距離の長さで決まります。

９－１．なんとか王様ランキングとは 2



９－２. エントリー王（皆勤賞）

認定位

ｾﾞｯ

ｹﾝ 選手名 所在地

参
加
数

N2

ｴﾝﾄﾘｰ王

301 中島 義雅 神奈川県 9

304 関根 睦 群馬県 9

313 河野 美樹 京都府 9

323 中村 浩希 愛知県 9

５位

306 山岸 里子 埼玉県 8

307 林 和彦 長野県 8

309 桜井 茂美 長野県 8

310 黒木 紀章 長野県 8

認定位

ｾﾞｯ

ｹﾝ 選手名 所在地

参
加
数

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
ｴﾝﾄﾘｰ王

512 平松 久 茨城県 9

２位

504 増田 良夫 香川県 8

519 芦田 智昭 大阪府 8

528 小田 雅也 愛知県 8

５位

502 北島 正義 東京都 7

525 東 直 富山県 7

533 藤本 良一 兵庫県 7
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Ｎ２は３名。チャレンジは１名がフル参戦。チャレンジはリージョナルは除いていますが、平松
さんは、リージョナルの宇都宮、平尾台もエントリーしています。



９－３. 飛行距離王

認定
位

ｾﾞ
ｯ
ｹ
ﾝ 選手名

都道
府県

フライ
ト
距離
（ｋｍ）

ﾀｽｸ
数

N2

飛行
距離王

301 中島 義雅 神奈川県 204.3 9

２位 323 中村 浩希 愛知県 196.1 9

３位 313 河野 美樹 京都府 176.1 9

４位 309 桜井 茂美 長野県 174.0 8

５位 307 林 和彦 長野県 156.1 8

６位 9 中島 伸也 富山県 146.4 7

７位 18 藤野 光一 富山県 141.5 6

８位 304 関根 睦 群馬県 136.9 9
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認定

位
ｾﾞｯ
ｹﾝ 選手名

都道

府県

フライ
ト
距離

（ｋｍ）

ﾀｽｸ

数

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
飛行
距離王

512 平松 久 茨城県 182.9 14

２位 519 芦田 智昭 大阪府 145.8 11

３位 533 藤本 良一 兵庫県 132.9 11

４位 510 田村 昌久 栃木県 130.7 10

５位 525 東 直 富山県 111.7 10

６位 502 北島 正義 東京都 108.4 10

７位 521 高瀬美代子 石川県 106.2 11

８位 538 樋口 栄二 長野県 104.7 8



９－４. 到達王（ゴール王）

認定
位

ｾﾞ
ｯ
ｹﾝ 選手名

都道
府県

ゴール
数
（回）

ｺﾞｰﾙ
率

N2

到達王

301 中島 義雅 神奈川県 6 67%

323 中村 浩希 愛知県 6 67%

３位

18 藤野 光一 富山県 5 83%

313 河野 美樹 京都府 5 56%

その他
大勢

9 中島 伸也 富山県 4 57%

10 薬師寺 哲 愛知県 4 80%

12 矢野 寛 愛知県 4 80%

25 田前 敏 愛知県 4 67%

43 関根 順 群馬県 4 57%

85 麻生 晶子 愛知県 4 80%

307 林 和彦 長野県 4 50%

309 桜井 茂美 長野県 4 50%

325 中井 正人 愛知県 4 80%

認定位
ｾﾞｯ
ｹﾝ 選手名

都道
府県

ゴール
数
（回）

ｺﾞｰﾙ
率

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
到達王

512 平松 久 茨城県 7 50%

519 芦田 智昭 大阪府 7 64%

３位 510 田村 昌久 栃木県 6 60%

４位 533 藤本 良一 兵庫県 5 45%

５位 502 北島 正義 東京都 5 50%

６位 525 東 直 富山県 5 50%

その他
大勢

538 樋口 栄二 長野県 4 50%

535 林 祐士 愛知県 3 43%

513 飯塚 涼太 静岡県 3 50%

537 広瀬 良彦 富山県 3 50%
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表彰対象 表彰対象



９－５. 得点王

認定
位

ｾﾞｯ
ｹﾝ 選手名 都道府県 得点

N2

得点王
18 藤野 光一 富山県 4886

２位 301 中島 義雅 神奈川県 4149

３位 323 中村 浩希 愛知県 3586

４位 43 関根 順 群馬県 3580

５位 9 中島 伸也 富山県 3410

６位 10 薬師寺 哲 愛知県 3278

７位 25 田前 敏 愛知県 3122

８位 309 桜井 茂美 長野県 3079

９位 313 河野 美樹 京都府 3005

１０位 28 星田 苗月 静岡県 2874

１１位 12 矢野 寛 愛知県 2836

１２位 307 林 和彦 長野県 2824

１３位 35 星田 真一 静岡県 2700

１４位 15 中村 雅彦 大阪府 2367

１５位 40 田前 英代 愛知県 2349
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認定
位

ｾﾞｯ
ｹﾝ 選手名

都道
府県 得点

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
得点王

512平松 久 茨城県 6709

２位 510田村 昌久 栃木県 5051

３位 519芦田 智昭 大阪府 4962

４位 533藤本 良一 兵庫県 4811

５位 502北島 正義 東京都 4159

６位 528小田 雅也 愛知県 3815

７位 538樋口 栄二 長野県 3670

８位 525東 直 富山県 3598

９位 507清水 浩一 東京都 3464

１０位 521高瀬美代子石川県 3234

１１位 504増田 良夫 香川県 3148

１２位 501中村 裕昭 愛知県 2819

１３位 508籾山久美子秋田県 2377

１４位 517杉岡 洋 大阪府 2349

１５位 513飯塚 涼太 静岡県 2286

表彰対象 表彰対象



認定
位

ｾﾞｯ
ｹﾝ 選手名 所在地

移動
距離
（ｋｍ）

N2

遠征王
311 富重 薫 福岡県 6259.9

２位 313 河野 美樹 京都府 4978.9

３位 312 和田 教義 京都府 3922.9

４位 301 中島 義雅 神奈川県 3607.7

５位 323 中村 浩希 愛知県 3518.6

６位 304 関根 睦 群馬県 2840.1

７位 306 山岸 里子 埼玉県 2667.2

８位 74 山田 俊介 兵庫県 2630.3

９位 15 中村 雅彦 大阪府 2540.9

１０位 314 小川美登里 愛知県 2419.0

１１位 43 関根 順 群馬県 2167.5

１２位 307 林 和彦 長野県 2162.9

１３位 309 桜井 茂美 長野県 2162.9

１４位 327 横堀 紀子 千葉県 2023.2

１５位 322 佐々木祥悟 秋田県 2004.6

９－６. 遠征王（移動距離王）

認定
位

ｾﾞｯ
ｹﾝ 選手名 所在地

移動
距離
（ｋｍ）

ﾁｬﾚﾝｼﾞ
遠征王

533藤本 良一 兵庫県 5118.7

２位 519芦田 智昭 大阪府 5011.9

３位 512平松 久 茨城県 4271.1

４位 528小田 雅也 愛知県 3920.4

５位 532大久保昌俊 大阪府 3114.2

６位 502北島 正義 東京都 3062.6

７位 517杉岡 洋 大阪府 2752.9

８位 508籾山久美子 秋田県 2708.4

９位 507清水 浩一 東京都 2526.6

１０位 526工藤 達矢 秋田県 2451.0

１１位 511林 宏和 大阪府 2340.1

１２位 510田村 昌久 栃木県 2206.1

１３位 525東 直 富山県 1996.5

１４位 540中川 俊治 神奈川県 1981.0
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518 増田 良夫 香川県 7768.4名誉
遠征王

表彰対象 表彰対象



９－７．【まとめ】‘１４年シーズンの王様たち
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『なんとか王』 Ｎ２リーグ チャレンジリーグ

エントリー王
（皆勤賞）

中島 伸也
中島 義雅星田 真一

星田 苗月
関根 順

平松 久
岡本 悦男
関口 敏夫

越坂 政也
河野 美樹

フライト距離王 星田 真一 中島 義雅
ゴール王
（到達王） 星田 真一 中島 義雅

得点王 星田 真一 中島 義雅

移動距離王
（遠征王）

亀山 正雄
芦田 智昭

富重 薫

2014年の王様は以下のようでした。



９－８．【まとめ】‘１５年シーズンの王様たち
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『なんとか王』 Ｎ２リーグ チャレンジリーグ

エントリー王
（皆勤賞）

中島 義雅

平松 久
関根 睦
河野 美樹

中村 浩希

フライト距離王 中島 義雅 平松 久

ゴール王
（到達王）

中島 義雅 平松 久

中村 浩希 芦田 智昭

得点王 藤野 光一 平松 久
移動距離王
（遠征王） 富重 薫 藤本 良一

三
冠
王 四

冠
王

そして、2015年の王様です。すいぶんと様変わりしています。



長い説明となりました。ここまでつきあって頂き、ありがと
うございます。

‘１６年シーズンは、いつものようにナショナルリーグ、Ｎ２
リーグの富士山大会で１月から開幕です。

今年、Ｎ２リーグで腕を磨かれたみなさん、ぜひご参加を。

チャレンジリーグは３月のＣＯＯ大会で開幕です。春に向
けて今から準備をしましょう。そして、新たなメンバーの
参加に期待しています。

では、皆さんの来シーズンの活躍とハッピーランディング
をお祈りしています。

１０．おわりに
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