
  

2017/2018シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(SX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

1200960049333 畑間 大智 ﾊﾀﾏ ﾀﾞｲﾁ 483.98
2201630011523 生駒 大祐 ｲｺﾏ ﾀﾞｲｽｹ 468.00
3199630191563 桧山 広幸 ﾋﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 425.30
4201540007523 手賀 堅丈 ﾃｶﾞ ｹﾝｼﾞｮｳ 389.70
5200560075853 大森 慎也 ｵｵﾓﾘ ｼﾝﾔ 382.60
6201730027963 荒川 祥範 ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 381.36
7201720000233 会田 晃生 ｱｲﾀﾞ ｺｳｾｲ 371.00
8201140005363 林 勇輔 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 365.20
9200430117963 押谷 量平 ｵｼﾔ ﾘｮｳﾍｲ 355.00
10201330012033 榎本 龍 ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳ 344.18
11200840015263 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 335.90
12201773011223 酒井 洸斗 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 326.90
13201340012963 瀧川 宏之 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 322.20
14201250008423 奥村 真和 ｵｸﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 322.10
15201730014353 井上 貴弘 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 319.40
16201460007323 槇枝 大地 ﾏｷｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 315.10
17200820007563 横倉 斉 ﾖｺｸﾗ ﾋﾄｼ 313.07
18201650004463 高橋 寿幸 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 301.05
19201650001723 永谷 敦志 ﾅｶﾞﾀﾆ ｱﾂｼ 295.05
20201530006463 青田 知士 ｱｵﾀ ｻﾄｼ 292.89
21200630022863 青木 貴則 ｱｵｷ ﾀｶﾉﾘ 288.52
22201750007123 三田村 亮志 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 280.90
23201576000263 小寺 雅行 ｺﾃﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 278.48
24201576002623 平野 雄大 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 276.88
25200710002363 豊田 健太 ﾄﾖﾀ ｹﾝﾀ 275.50
26200330103663 柳 勝也 ﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾔ 274.28
27201440008933 佐藤 聖悟 ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ 267.60
28199950025863 久村 崇規 ﾋｻﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 262.90
29201350008163 奈良尾 武 ﾅﾗｵ ﾀｹｼ 258.60
30200930027663 今野 海 ｺﾝﾉ ｶｲ 258.29
31201130013863 高橋 裕介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 252.60
32200020017163 近内 和生 ｺﾝﾅｲ ｶｽﾞｵ 246.50
33199960051363 立林 淳 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 241.39
34201660000923 竹内 充輝 ﾀｹｳﾁ ｱﾂｷ 237.58
35201310003063 北嶋 慎司 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 235.60
36201530010233 江澤 郁哉 ｴｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 234.40
37201540001433 佐藤 由宇 ｻﾄｳ ﾕｳ 232.79
38200450014763 大西 浩士 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ 231.37
39201140026323 松本 淳志 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 224.20
40201230014663 星山 泰誠 ﾎｼﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 223.30
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41200010037763 大橋 俊明 ｵｵﾊｼ ﾄｼｱｷ 220.10
42201030014163 白井 裕一 ｼﾗｲ ﾕｳｲﾁ 212.02
43201250008323 篠原 修平 ｼﾉﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 208.50
44199550025763 野村 洋夫 ﾉﾑﾗ ﾋﾛｵ 200.90
44201710001353 宮岡 俊輔 ﾐﾔｵｶ ｼｭﾝｽｹ 200.90
46201773019323 前畑 彰洋 ﾏｴﾊﾀ ｱｷﾋﾛ 197.13
47199750075563 舩渡 真樹 ﾌﾅﾄ ﾏｻｷ 193.10
48201130002463 朝日 健司 ｱｻﾋ ｹﾝｼﾞ 190.39
49201550005863 小口 雅裕 ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 188.30
50199840116363 小尾 圭司 ｵﾋﾞ ｹｲｼﾞ 181.50
51200830048263 岩水 太郎 ｲﾜﾐｽﾞ ﾀﾛｳ 177.00
52201620003953 西野 晋玄 ﾆｼﾉ ﾕｷﾉﾘ 173.42
53201150008963 宮月 武夫 ﾐﾔﾂｷ ﾀｹｵ 171.90
54200130142763 大内 隆弘 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 169.98
55200630005663 杉本 英二 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ 168.70
56201160000353 楠冨 倫行 ｸｽﾄﾐ ﾉﾘﾕｷ 168.22
57201430004963 小林 一誠 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 165.30
58201676008723 土橋 輝也 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾃﾙﾔ 164.90
59201430019763 竹原 博樹 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛｷ 164.20
60201730025653 堀田 和信 ﾎﾘﾀ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 162.50
61201560004153 太田 明寛 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 160.75
62200360071163 五十嵐 隆晴 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾊﾙ 159.56
63201030011123 小鍜冶 燈 ｺｶｼﾞ ﾋｶﾙ 158.90
64201030017553 佐藤 雅俊 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 152.50
65201630003763 阿部 勝人 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋﾄ 152.02
66201540005763 宮崎 雄紀 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 151.90
67201630015323 上原 尚也 ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾔ 149.70
68201740011263 早川 健太 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾀ 147.53
69201476002023 栗栖 渉 ｸﾘｽ ﾜﾀﾙ 147.41
70201650006723 若松 龍之介 ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 145.90
71201373004523 小鍜冶 航 ｺｶｼﾞ ﾜﾀﾙ 144.30
72201030028263 秋谷 壮一 ｱｷﾔ ｿｳｲﾁ 144.00
73201720002233 郡司 桜太 ｸﾞﾝｼﾞ ｵｳﾀ 141.48
74201460010463 酒井 伸吾 ｻｶｲ ｼﾝｺﾞ 138.68
75200160126263 東 正史 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾌﾐ 138.13
76201630012423 川崎 祐太 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 137.89
76200930045663 藤田 真哉 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 137.89
78199830243863 市浦 修 ｲﾁｳﾗ ｵｻﾑ 134.10
79201730032123 原沢 中 ﾊﾗｻﾜ ｱﾀﾙ 133.02
80201760013463 北川 俊郎 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾛｳ 131.73
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81201673000223 小野寺 晃汰 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳﾀ 131.40
82201310011563 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 128.60
83200730029363 小川 浩範 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 124.99
84200050059963 稲熊 敬之 ｲﾅｸﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 123.03
85201430071023 板津 啓太 ｲﾀﾂﾞ ｹｲﾀ 121.22
86201010003863 宮本 賢路 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 115.60
87201740002353 冠 優一 ｶﾝﾑﾘ ﾕｳｲﾁ 114.10
88201030014363 大崎 健太郎 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 113.92
89201030074263 矢頭 俊英 ﾔﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 111.73
90201760008863 倉内 良征 ｸﾗｳﾁ ﾖｼﾕｷ 109.75
91201540005233 西谷 流星 ﾆｼﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ 107.53
92201760000833 レジナ キルア ﾚｼﾞﾅ ｷﾙｱ 106.43
93201640000723 小林 翔 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｹﾙ 104.40
94201430005733 日景 旺吏 ﾋｶｹﾞ ｵｳﾘ 104.32
95201730030763 鳩貝 一久 ﾊﾄｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ 103.62
96201740008863 増田 紘邦 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｸﾆ 102.43
97201776001723 秦 響 ﾊﾀ ｷｮｳ 101.24
98201560012263 早田 耕士 ﾊﾔﾀ ｺｳｼﾞ 101.18
99201574010723 小林 聖也 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 100.73
100201460002423 村木 信裕 ﾑﾗｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 99.48
101201350004263 花村 一彦 ﾊﾅﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 92.94
102200450018763 飯田 和也 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 91.19
103201730010063 宮下 竹雄 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹｵ 88.74
104199830151163 伊藤 智大 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 86.86
105201450022523 浅井 英章 ｱｻｲ ﾋﾃﾞｱｷ 83.26
106201540006733 柏原 未路 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐﾛ 82.10
106201330002453 谷垣 隆男 ﾀﾆｶﾞｷ ﾀｶｵ 82.10
108201740006023 小倉 郁哉 ｵｸﾞﾗ ｲｸﾔ 81.60
109201760014323 濱島 雄嗣 ﾊﾏｼﾏ ﾕｳｼﾞ 81.05
110201410003023 山本 二千翔 ﾔﾏﾓﾄ ﾆﾁｶ 80.00
111201360019153 山崎 脩平 ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾍｲ 79.75
112200860009763 山下 剛 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ 77.24
113201630014163 寒川 尚徳 ｻﾝｶﾞﾜ ﾋｻﾉﾘ 74.70
114201450006063 高山 治久 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 72.13
115201672000323 鴫原 毅 ｼｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 71.60
116200210002363 原田 裕太 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 69.50
117201310003333 川村 隼佑 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 68.43
118200430029663 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ 67.79
119201160010553 平岡 慎哉 ﾋﾗｵｶ ｼﾝﾔ 66.90
120201620002463 深瀬 勝 ﾌｶｾ ﾏｻﾙ 64.00
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121201740000763 小山田 甲介 ｵﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 63.40
122201776008123 岩井 俊樹 ｲﾜｲ ﾄｼｷ 62.67
123201660011523 柴田 真吾 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 61.18
124201250002363 角野 英世 ｶｸﾉ ﾋﾃﾞﾖ 60.73
125199960142263 秋山 正樹 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｷ 59.60
126201576026323 榎本 祐也 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ 56.55
127201675007723 三宅 隼 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝ 54.00
128200060128063 花田 剛 ﾊﾅﾀﾞ ﾂﾖｼ 50.90
129201450007263 宮崎 友豪 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 49.47
130200830045163 齋藤 雅浩 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 47.50
131201340000663 小松 靖 ｺﾏﾂ ﾔｽｼ 42.50
132200630045363 穴原 和彦 ｱﾅﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 41.10
132201230020263 松井 史郎 ﾏﾂｲ ｼﾛｳ 41.10
134201474003123 渡澤 幸弥 ﾜﾀｻﾜ ﾕｷﾔ 40.00
135201460000623 増田 竜馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 38.30
136201630014663 岡本 信彦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 35.30
137201640008963 丸山 慧輔 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 34.60
138201740007233 溝口 慧 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹｲ 33.92
138201430014763 山中 智弘 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 33.92
140201630047653 伊藤 勝視 ｲﾄｳ ｶﾂﾖｼ 33.90
141201360024163 大西 悟司 ｵｵﾆｼ ｻﾄｼ 32.80
142201640007123 中井 大樹 ﾅｶｲ ﾀﾞｲｷ 32.77
143201720003263 根橋 亮介 ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 32.00
144201410003663 中村 剛志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 30.97
145201620004863 渡邉 祥祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ 30.40
146200740037563 関口 恭平 ｾｷｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 30.00
146200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 30.00
148200740029953 大前 真一 ｵｵﾏｴ ｼﾝｲﾁ 29.60
149201130026663 名木 穂高 ﾅｷﾞ ﾎﾀｶ 29.12
150201474003623 大日向 伸弥 ｵｵﾋﾅﾀ ｼﾝﾔ 27.80
150201773027323 吉岡 誠司 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ 27.80
152201660009323 小野田 瑛次 ｵﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 26.60
153201730002063 辻 明宏 ﾂｼﾞ ｱｷﾋﾛ 26.13
154201230068633 山本 瀬那 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 22.39
155201773018123 新木 直己 ｱﾗｷ ﾅｵｷ 19.40
155200730028763 平石 貴之 ﾋﾗｲｼ ﾀｶﾕｷ 19.40
157201650007463 中村 泰介 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ 15.40
158201660016033 仲井 啓人 ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ 13.60
159201775005223 梶間 礼歩 ｶｼﾞﾏ ﾗｲﾌ 11.47
160201130026963 古館 潔 ﾌﾙﾀﾁ ｷﾖｼ 11.31
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161201450008463 野中 浩 ﾉﾅｶ ﾋﾛｼ 11.14
162201650005963 小久保 幸範 ｺｸﾎﾞ ﾕｷﾉﾘ 9.34
163201460006053 川上 聡 ｶﾜｶﾐ ｻﾄｼ 8.14
163200960016863 永田 孝 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 8.14
165201730026963 上村 桂 ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 7.79
165201750004023 柚木 洋祐 ﾕﾉｷ ﾖｳｽｹ 7.79
167201640009363 奥田 和夫 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 6.64
167201730009933 齊藤 海王 ｻｲﾄｳ ｶｲｵｳ 6.64
167201630017663 花島 大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 6.64
170200560017863 楠冨 茂弘 ｸｽﾄﾐ ｼｹﾞﾋﾛ 5.72
170201760025023 佐納 達平 ｻﾉｳ ﾀｯﾍﾟｲ 5.72
172201320011153 谷 真誠 ﾀﾆ ﾏｻﾉﾌﾞ 2.99
173199850011463 杉崎 芳徳 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 1.80
174201740013133 五十嵐 黎 ｲｶﾞﾗｼ ﾚｲ 1.50
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