
平成１９年１１月１１日

(財)日本ソフトボール協会

平成１９年度　日本男子ソフトボールリーグ個人表彰選手

選手名 チーム名 選手名 チーム名

黒田　友也 ホンダエンジニアリング 石村　　寛 大阪ツヅキグローバル

村里　和貴 デ　ン　ソ　－ 防御率 0.53 山尾　竜則 高知パシフィックウェーブ 防御率 0.67

照井　賢吾 大阪ツヅキグローバル

タ-ニ-･リチャ-ドソン ダイワアクト

首位打者賞 川崎　智秋 デンソ－ 打撃率 0.471 松本　剛知 平林金属 打撃率 0.563

黒田　友也 ホンダエンジニアリング

稲木　香介 デンソ－

打 点 王 黒田　友也 ホンダエンジニアリング 小野　洋平 高知パシフィックウェーブ 　　１９打点

村里　和貴 デ　ン　ソ　－ 防御率 0.53  投　手 山尾　竜則 高知パシフィックウェーブ 防御率 0.67

ベ 久保田　稔 デンソ－ 打撃率 0.394 ベ  捕　手 小野　洋平 高知パシフィックウェーブ 打撃率 0.469

ス 倉田　大輔 ホンダエンジニアリング 打撃率 0.447 ス  一塁手 前　　裕也 西日本シロアリ 打撃率 0.467

ト 川崎　智秋 デンソ－ 打撃率 0.471 ト  二塁手 田中 紘一郎 ダイワアクト 打撃率 0.406

ナ 江口　真史 トヨタ自動車 打撃率 0.425 ナ  三塁手 松本　剛知 平林金属 打撃率 0.563

イ 西森 　雄 トヨタ自動車 打撃率 0.400 イ  遊撃手 和泉　敬二 ホシザキ電機 打撃率 0.435

ン 黒田　友也 ホンダエンジニアリング 打撃率 0.415 ン 石村　　寛 大阪ツヅキグローバル 打撃率 0.417

賞 床井　優介 ホンダエンジニアリング 打撃率 0.417 賞  外野手 上杉　大輝 旭化成 打撃率 0.476

稲木　香介 デンソ－ 打撃率 0.325 横山　　拓 西日本シロアリ 打撃率 0.407

浜口　辰也 ホンダエンジニアリング 打撃率 0.368  指名選手 フェビアン・マキア ダイワアクト 打撃率 0.471

平成１９年度　日本女子ソフトボールリーグ個人表彰選手

選手名 チーム名 選手名 チーム名

ﾐｯｼｪﾙ･ｽﾐｽ 豊田自動織機 防御率:0.49、12勝2敗 平山　　薫 日立マクセル

上野由岐子 ルネサス高崎 防御率 0.43 馬場  沙織 島根三洋電機 防御率 1.03

上野由岐子 ルネサス高崎

ﾒﾗﾆｰ･ﾛｰﾁ レオパレス２１

狩野亜由美 豊田自動織機 打撃率 0.411 松山　夏美 大鵬薬品 打撃率 0.538

谷川　まき 太陽誘電  　　６本 藤原　幸代 日立マクセル  　　４本

谷川　まき 太陽誘電 松山　夏美 大鵬薬品 ２９ 打点

上野由岐子 ルネサス高崎 防御率 0.43 投　手 馬場  沙織 島根三洋電機 防御率 1.03

ベ 谷川　まき 太陽誘電 打撃率 0.381 捕　手 藤原　幸代 日立マクセル 打撃率 0.367

ス 井上絵里奈 レオパレス２１ 打撃率 0.368 優 一塁手 中山  麻衣 島根三洋電機 打撃率 0.460

ト 上西　　晶 太陽誘電 打撃率 0.356 秀 二塁手 蔦  ゆみ子 東海理化 打撃率 0.380

ナ 廣瀬　　芽 太陽誘電 打撃率 0.338 選 三塁手 山﨑 由利 三島関病院 打撃率 0.452

イ 佐藤　理恵 レオパレス２１ 打撃率 0.343 手 遊撃手 牟田伊保美 日本精工 打撃率 0.500

ン 狩野亜由美 豊田自動織機 打撃率 0.411 賞 松山　夏美 大鵬薬品 打撃率 0.538

賞 河野　美里 レオパレス２１ 打撃率 0.408 平山　　薫 日立マクセル 打撃率 0.487

山田　恵里 日立ソフトウェア 打撃率 0.400 小原　友里 大鵬薬品 打撃率 0.500

滝　真由美 靜甲 打撃率 0.286 指名選手 髙崎　千恵 日立マクセル 打撃率 0.393

投手 鈴木　麻美 靜甲 防御率 2.79

野手 山本　　優 ルネサス高崎 打撃率 0.283

男 子 東 日 本 男 子 西 日 本

女　子　１　部 女　子　２　部

本塁打王 本塁打王 谷口　　淳

最多勝利投手賞 中島　幸紀 ホンダエンジニアリング １０勝１敗

最多勝利投手賞 小橋　　葵 大鵬薬品
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