
  

2017/2018シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(SSクラス オープン男子)

（4月13日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201260033943 辻 晴陽 ﾂｼﾞ ﾊﾙﾋ 456.98
2201340029243 川上 蒼斗 ｶﾜｶﾐ ｱｵﾄ 447.40
3201360005323 戸倉 瑠乃助 ﾄｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 428.60
4201560003843 向井 武尊 ﾑｶｲ ﾀｹﾙ 419.00
5201420010133 西條 一希 ｻｲｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 405.50
6201574003823 中村 航大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 393.20
7201460013933 安田 康佑 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 376.70
8201140004023 上松 和矢 ｳｴﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 376.20
9201340017723 深見 啓太 ﾌｶﾐ ｹｲﾀ 358.50
10201340010823 神宮寺 大樹 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾀﾞｲｷ 347.30
11201760008923 大野 洲 ｵｵﾉ ｼｭｳ 344.70
12201320005633 河村 匡宣 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 343.80
13201560003943 向井 海人 ﾑｶｲ ｶｲﾄ 319.80
14201320013833 工藤 大和 ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 313.90
15201771003023 吉田 悠陽 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾋ 313.20
16201640001433 清水 柊舞 ｼﾐｽﾞ ﾄｳﾏ 299.30
17201460012043 川下 純平 ｶﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 296.40
18201550005343 伊藤 綺良 ｲﾄｳ ｷﾗ 278.70
19201250022743 岡嶋 大空 ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｱ 273.30
20201340031223 森 敏哉 ﾓﾘ ﾄｼﾔ 269.40
21201640000323 小藤 健吾 ｺﾌｼﾞ ｹﾝｺﾞ 269.30
22201450010053 芝田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 265.90
22200850009563 陶山 悠亮 ｽﾔﾏ ﾕｳｽｹ 265.90
24201410010843 阿部 迅市郎 ｱﾍﾞ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 261.53
25201410001343 渡部 陸斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸﾄ 260.11
26201760001143 大坪 脩三郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 251.70
27201410001643 藤谷 瞭至 ﾌｼﾞﾔ ﾘｮｳｼﾞ 249.10
28201574001923 小森 裕哉 ｺﾓﾘ ﾕｳﾔ 239.50
28201750000723 永田 和馬 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 239.50
30201720013943 田崎 隼 ﾀｻｷ ｼｭﾝ 234.50
31201530009943 根岸 宥景 ﾈｷﾞｼ ｳｷｮｳ 230.80
32201540016533 伊東 優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 225.30
33201740005023 安田 翔 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳ 221.90
34201640000143 石田 英杜 ｲｼﾀﾞ ｴｲﾄ 218.30
35201460006153 大山 健太 ｵｵﾔﾏ ｹﾝﾀ 217.10
36201460001043 柿本 優空 ｶｷﾓﾄ ﾕｳｱ 215.02
37201550011443 平井 里空 ﾋﾗｲ ﾘｸ 212.40
38201320010353 小原 明浩 ｵﾊﾞﾗ ｱｷﾋﾛ 204.20
39201630005143 齋藤 悠斗 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 198.00
40201340009823 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 197.80
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41201160000723 畠山 将直 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾅｵ 193.60
42201760000833 レジナ キルア ﾚｼﾞﾅ ｷﾙｱ 192.00
43201730001453 小山 和哉 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 190.50
44201640011933 清水 柊兵 ｷﾖﾐｽﾞ ｼｭｳﾍｲ 190.10
45201674005323 佐藤 歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 189.59
46201610000343 南谷 花都 ﾐﾅﾐﾔ ﾊﾅﾄ 188.10
47201230025163 岡田 征志郎 ｵｶﾀﾞ ｾｲｼﾛｳ 186.60
48201440010223 嶋田 研太 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 185.77
49201150026143 岡嶋 翔空 ｵｶｼﾞﾏ ﾄｱ 181.20
50201650001443 宮村 結斗 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 179.40
51201450016543 岡戸 琉晴 ｵｶﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 177.70
52201730017863 坂本 考平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 174.90
53201210011243 村中 虹介 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｽｹ 161.24
54201350007323 髙橋 輝 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 160.20
55201560003543 坂本 廉斗 ｻｶﾓﾄ ﾚﾝﾄ 155.50
56201210003223 遠藤 博喜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 155.20
57201510000333 岩井 哉人 ｲﾜｲ ｶﾅﾄ 154.00
58201660013043 坂上 ひなた ｻｶｳｴ ﾋﾅﾀ 152.70
59201760003743 岡本 大征 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 147.03
60201540009023 寺島 克行 ﾃﾗｼﾏ ｶﾂﾕｷ 146.30
61201775005523 小林 礼人 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ 145.00
62201260019933 野田 千尋 ﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ 141.40
63200830037453 半田 怜史 ﾊﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 139.70
64201730017223 渡部 陽平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 136.70
65201330016523 渡邊 欣昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 134.40
66201674007423 小澤 拓実 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 131.50
67201620004333 越田 華之助 ｺｼﾀﾞ ﾊﾅﾉｽｹ 131.07
68201460039143 野尻 智義 ﾉｼﾞﾘ ﾄﾓﾖｼ 129.80
69201640003023 三上 和沙 ﾐｶﾐ ｶｽﾞｻ 127.40
70201440007523 中川 郁也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾐﾔ 126.05
71201540005533 蒲田 笑人 ｶﾏﾀ ｼｮｳｼﾞﾝ 123.51
72201530004523 長岡 彬 ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ 122.18
73201630015843 小沼 悠 ｺﾇﾏ ﾊﾙｶ 121.35
74201510002943 今野 颯心 ｺﾝﾉ ﾘｭｳｼﾝ 120.74
75201230012343 増田 吏玖 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ 111.60
76201460015223 濱崎 浩成 ﾊﾏｻｷ ﾋﾛｼｹﾞ 110.00
77201460008733 北野 弘樹 ｷﾀﾉ ｺｳｷ 109.10
78201740006823 泉山 聡史 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｻﾄｼ 101.74
79201530001523 益子 喜成 ﾏｼｺ ﾖｼﾅﾘ 100.35
80201610003143 加来 優生 ｶｸ ﾕｳｾｲ 97.48
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81201630015143 川田 悠雅 ｶﾜﾀ ﾕｳｶﾞ 97.30
82201730008443 大座畑 空良 ｵｵｻﾞﾊﾀ ｿﾗ 96.88
83201771003923 炭谷 涼太 ｽﾐﾀﾆ ﾘｮｳﾀ 95.60
84201740015933 上野 旭 ｳｴﾉ ｱｻﾋ 93.30
85201650001353 小川 佑太 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 92.93
86201450007463 三宅 祥 ﾐﾔｹ ｼｮｳ 89.15
87201730018923 長澤 優介 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 88.60
88201750001323 黒野 智明 ｸﾛﾉ ﾄﾓｱｷ 86.90
89201660008443 加藤 桔平 ｶﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ 81.60
90201430016623 江口 太河 ｴｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 80.81
91201110003023 坂口 勇也 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 80.00
92201750018543 深田 渚 ﾌｶﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 79.20
93201760012743 木村 葵来 ｷﾑﾗ ｷﾗ 78.60
94201560006543 片岡 春海 ｶﾀｵｶ ﾊﾙﾐ 78.56
95201360002133 小園 空音 ｺｿﾞﾉ ｿﾗﾄ 75.10
96201640007523 浦山 和希 ｳﾗﾔﾏ ｶｽﾞｷ 73.90
96201674007823 黒田 明弘 ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 73.90
98201050006433 青島 豪 ｱｵｼﾏ ﾀｹﾙ 69.48
99201430047033 須永 陽翔 ｽﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 68.95
100201350008243 杉本 志功 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｺｳ 66.30
101201730034853 林 剛史 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 64.83
102201050000223 長谷川 祐樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 59.52
103201660001053 貴島 隆佑 ｷｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 59.30
104201430017323 小室 茂人 ｺﾑﾛ ｼｹﾞﾄ 57.36
105201560000623 伊藤 博貴 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 55.84
106201560006443 片岡 海里 ｶﾀｵｶ ｶｲﾘ 55.71
107201720005153 樋口 貴哉 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 55.47
108201610003043 加来 秀生 ｶｸ ｼｭｳｾｲ 55.10
109201630014043 和田 大翔 ﾜﾀﾞ ﾔﾏﾄ 54.90
110201310009133 横田 貢城 ﾖｺﾀ ｺｳｷ 52.20
111201630007123 石井 洋樹 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 50.00
111201673002023 舩戸 百羅 ﾌﾅﾄ ﾕﾗ 50.00
113201771005623 吉田 晃太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 49.80
114201740000523 高橋 隼也 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 49.73
115201610013743 岩井 柊太 ｲﾜｲ ｼｭｳﾀ 48.40
116201540006523 前川 卓也 ﾏｴｶﾜ ﾀｸﾔ 48.10
117201650002223 野村 幸司 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 47.50
118201550005153 田村 淳一 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 47.39
119201776025123 馬越 俊輔 ｳﾏｺｼ ｼｭﾝｽｹ 46.90
120201110014133 田原 鳳舜 ﾀﾊﾗ ﾎｳｼｭﾝ 46.40
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121201774009023 神津 和哉 ｺｳﾂﾞ ｶｽﾞﾔ 46.26
122201640011463 横井 宏至 ﾖｺｲ ﾋﾛｼ 46.05
123201560029743 藤原 優樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 45.63
124201630054223 篠原 貴哉 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾔ 45.28
125201630011723 金子 悠太 ｶﾈｺ ﾕｳﾀ 43.66
126201673006423 大口 健司 ｵｵｸﾁ ｹﾝｼﾞ 40.00
127201776005323 中澤 蓮 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚﾝ 39.73
128201673008123 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 37.50
129201430017553 茂木 健太 ﾓｷﾞ ｹﾝﾀ 34.60
130201650007023 黒田 和良 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 33.50
130201330007353 坂口 一輝 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 33.50
132201450013243 谷 勇磨 ﾀﾆ ﾕｳﾏ 32.76
133201560007243 松岡 秀樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 29.30
134201340016853 玉田 遼詞 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 28.28
135201750006123 大前 智也 ｵｵﾏｴ ﾄﾓﾔ 28.00
135201360026343 東野 天翔 ﾋｶﾞｼﾉ ｶｹﾙ 28.00
137201330000653 小堀 隆行 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 27.81
138201660016033 仲井 啓人 ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ 26.13
138201460010153 林田 泰明 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾔｽｱｷ 26.13
138201530012553 吉田 始 ﾖｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 26.13
141201620002523 佐々木 雄也 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 25.58
142201776006723 十亀 光生 ｿｶﾞﾒ ﾐﾂｷ 25.14
143201660009323 小野田 瑛次 ｵﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 24.20
144201420010333 粟地 未来 ｱﾜﾁ ﾐﾗｲ 23.75
145201330010563 山波 洋二 ﾔﾏﾅﾐ ﾖｳｼﾞ 22.80
146201620004543 枝松 一仁 ｴﾀﾞﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾄ 20.18
147201760027823 菅原 啓 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲ 19.36
147201650006163 野本 雄介 ﾉﾓﾄ ﾕｳｽｹ 19.36
149201675007723 三宅 隼 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝ 18.10
150201573008323 牧野 允則 ﾏｷﾉ ﾐﾂﾉﾘ 16.33
151201574003423 武藤 航大 ﾑﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 16.10
152201630017663 花島 大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 14.53
153201773027323 吉岡 誠司 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ 14.20
154201550004523 松本 雅矢 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 13.58
155201540011033 髙山 透 ﾀｶﾔﾏ ﾄｵﾙ 12.41
156201530004423 藤田 雅人 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄ 12.31
157201675008323 籾山 秀征 ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 11.47
158201230069743 中野 敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 11.08
158201760016823 西居 崇博 ﾆｼｲ ﾀｶﾋﾛ 11.08
160201630001663 上村 智弘 ｶﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 9.92

　　　　　　　　　4/5　ページ



  

2017/2018シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(SSクラス オープン男子)

（4月13日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

161201773017423 本澤 実千成 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾐﾁﾅﾘ 9.72
162201740000433 青木 翔 ｱｵｷ ｼｮｳ 7.91
163201673010323 伊藤 大樹 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 7.79
164201730023653 茂木 智彦 ﾓﾃｷ ﾄﾓﾋｺ 6.83
165201730024543 野澤 拓晃 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 6.17
166201775005223 梶間 礼歩 ｶｼﾞﾏ ﾗｲﾌ 5.58
167201330040253 山崎 秀人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ 5.08
168201740003233 窪山 承大郎 ｸﾎﾞﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 5.00
169201630010133 大豆生田 渉 ｵｵﾏﾒｳﾀﾞ ﾜﾀﾙ 4.24
170201730005723 波多野 将摩 ﾊﾀﾉ ｼｮｳﾏ 3.49
171201620004863 渡邉 祥祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ 3.45
172201730019253 上原 一成 ｳｴﾊﾗ ｲｯｾｲ 3.02
172201740001233 大橋 海斗 ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ 3.02
174201730009933 齊藤 海王 ｻｲﾄｳ ｶｲｵｳ 1.96
175201030017253 久保 英之 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 1.80
176201130013163 大山 靖 ｵｵﾔﾏ ﾔｽｼ 1.50
176201730040363 塚本 重光 ﾂｶﾓﾄ ﾁｮｳｺｳ 1.50
176201630015223 寺島 由泰 ﾃﾗｼﾏ ﾖｼﾔｽ 1.50
176201630009423 平澤 大夢 ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾑ 1.50
176201220003163 與五沢 亮 ﾖｺﾞｻﾜ ﾘｮｳ 1.50
176201730037143 米村 虎之助 ﾖﾈﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 1.50
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