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上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201130025543 池上 大斗 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ 259.70
2201320008643 戸田 琉冬 ﾄﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 239.74
3201560000443 川邊 啓太 ｶﾜﾍﾞ ｹｲﾀ 239.33
4201420003543 清野 喜幹 ｾｲﾉ ﾖｼｷ 222.81
5201540000743 山田 莉園 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾝ 212.73
6201520001443 清野 春幹 ｾｲﾉ ﾊﾙｷ 207.27
7201440003143 鵜川 太陽 ｳｶﾜ ﾀｲﾖｳ 185.92
8201550000243 山本 祐二朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 182.14
9201620003243 奥田 蓮兜 ｵｸﾀﾞ ﾚﾝﾄ 174.72
10201450025643 若松 龍之介 ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 169.19
11201630019343 阿部 俵大 ｱﾍﾞ ﾋｮｳﾀ 168.49
11201730057043 村上 創太 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀ 168.49
13201360022243 香川 夢大 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 160.65
14201420001043 泉谷 広空 ｲｽﾞﾐﾔ ﾋﾛﾀｶ 158.41
15201560003443 藤田 陸斗 ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 150.08
16201520004943 日脇 透也 ﾋﾜｷ ﾄｳﾔ 143.08
17201640019243 浅田 礼仁 ｱｻﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 141.47
18201710003443 上村 恭介 ｳｴﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 140.63
19201810007443 本間 詠吉 ﾎﾝﾏ ｴｲｷﾁ 130.20
20201620014143 佐藤 温斗 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 121.94
21201350008243 杉本 志功 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｺｳ 118.86
22201620003343 奥田 大翔 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 108.15
23201650019243 古畑 元士 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾞﾝｼﾞ 103.25
24201340008143 伊藤 天 ｲﾄｳ ﾃﾝ 101.22
25201720018243 米田 秀優 ﾖﾈﾀﾞ ﾎｽﾞﾏ 98.77
26201520004343 加賀谷 拓 ｶｶﾞﾔ ﾀｸ 92.68
27201720001043 藤沢 快斗 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｲﾄ 85.75
28201820002243 菅原 義人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾄ 66.08
29201530002643 住永 翔吾 ｽﾐﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 65.10
30201450025743 若松 虎次郎 ﾜｶﾏﾂ ｺｼﾞﾛｳ 56.98
31201610000843 合歓垣 想太 ﾈﾑｶﾞｷ ｿｳﾀ 50.96
32201640023943 寺島 夢翔 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾄ 46.69
33201560027443 松本 樹 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ 45.22
33201620012343 門間 海龍 ﾓﾝﾏ ｶｲﾘ 45.22
35201360002743 武川 慎 ﾀｹｶﾜ ｼﾝ 44.80
36201560021843 遠藤 新大 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗﾀ 41.72
36201530018843 加藤 漣 ｶﾄｳ ﾚﾝ 41.72
36201850004743 仲田 伊吹 ﾅｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 41.72
36201640003943 長澤 慈 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾙ 41.72
40201530040543 加藤 楽久 ｶﾄｳ ｶﾞｸ 39.83
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40201840005443 若林 絃太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 39.83
42201820005243 阿部 駿人 ｱﾍﾞ ｼｭﾝﾄ 31.78
43201820005343 崎山 樹 ｻｷﾔﾏ ｲﾂｷ 30.66
44201820006743 鷲谷 秀晟 ﾜｼﾀﾆ ｼｭｳｾｲ 26.81
45201830026943 浅川 航輝 ｱｻｶﾞﾜ ｺｳｷ 19.88
46201820011043 碩 来琥 ｾｷ ﾗｲﾄ 17.99
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