
  

2018/2019シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(HPクラス オープン男子)

（20190412付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201550005343 伊藤 綺良 ｲﾄｳ ｷﾗ 401.60
2201640012043 村上 広乃輔 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾉｽｹ 356.97
3201850002923 千崎 翔大 ｾﾝｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 356.81
4200030028463 北澤 誠 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 349.01
5201050006433 青島 豪 ｱｵｼﾏ ﾀｹﾙ 332.77
6200540009963 野田 純也 ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 321.18
7201850001943 大橋 虹介 ｵｵﾊｼ ｺｳｽｹ 321.16
8201530052243 園田 恵吾 ｿﾉﾀﾞ ｹｲｺﾞ 314.23
9201660008743 村上 蓮珠 ﾑﾗｶﾐ ﾚﾝｼﾞ 308.07
10201560008923 花田 亮也 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 277.24
11201774004923 羽中田 憲佑 ﾊﾅｶﾀ ｹﾝｽｹ 248.21
12201410004443 石本 眞那斗 ｲｼﾓﾄ ﾏﾅﾄ 245.30
13201774005523 齋藤 祐甫 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 235.31
14201810005833 大川 虎太朗 ｵｵｶﾜ ｺﾀﾛｳ 230.60
15201610003043 加来 秀生 ｶｸ ｼｭｳｾｲ 213.60
16201540015743 八田 登生 ﾊｯﾀ ﾄｵｲ 211.53
17200340028063 内藤 丈裕 ﾅｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 206.65
18201840016043 杉崎 大翔 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 202.78
19201530020343 大内 映人 ｵｵｳﾁ ｱｷﾄ 202.55
20201850002323 小森 裕哉 ｺﾓﾘ ﾕｳﾔ 202.13
21201620001043 西塚 然生 ﾆｼﾂﾞｶ ｾﾞﾝｾｲ 194.11
22200330050363 杉田 隆明 ｽｷﾞﾀ ﾀｶｱｷ 171.87
23201220003163 與五沢 亮 ﾖｺﾞｻﾜ ﾘｮｳ 168.38
24201630024343 竹 誠士郎 ﾀｹ ｾｲｼﾛｳ 167.70
25201030007033 中野 雄大 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 163.59
26201630009143 平野 優音 ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾄ 153.49
27201430017553 茂木 健太 ﾓｷﾞ ｹﾝﾀ 144.04
28201530020443 大内 奏人 ｵｵｳﾁ ｶﾅﾄ 143.42
29201650005663 内田 祐介 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 141.29
30201330003163 樫村 一茂 ｶｼﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 134.82
31201710004953 柳田 和裕 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 134.60
32201660008333 安部 颯馬 ｱﾍﾞ ｿｳﾏ 131.74
33201540000953 金刺 大祐 ｶﾅｻﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 125.78
34201630000263 関口 昌宏 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 121.09
35201530056663 岩澤 亮一 ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳｲﾁ 117.21
36201630011453 皆川 一貴 ﾐﾅｶﾞﾜ ｶｽﾞﾀｶ 117.14
37201840012333 山崎 日向 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 115.88
38201460023543 嶋崎 珀 ｼﾏｻｷ ﾊｸ 115.28
39199530192363 星野 義之 ﾎｼﾉ ﾖｼﾕｷ 114.38
40201030019363 松岡 大輔 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 109.28
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41201630000563 座間 陽一郎 ｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 104.53
42201630024243 竹 慎之介 ﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ 104.25
43201830007543 澤田 陽 ｻﾜﾀﾞ ﾖｳ 103.78
44201730027823 板倉 憂宣 ｲﾀｸﾗ ﾕｳｷ 99.56
45201560002663 森川 将巳 ﾓﾘｶﾜ ﾏｻﾐ 96.64
46201830017753 片山 拓朗 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 90.93
47201610003143 加来 優生 ｶｸ ﾕｳｾｲ 89.29
48199650098863 高橋 彰 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 84.11
49201750008523 望月 心也 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾔ 74.51
50201540003463 石崎 祐 ｲｼｻﾞｷ ﾀｽｸ 70.89
50201450002563 瀬崎 剛康 ｾｻﾞｷ ﾀｹﾔｽ 70.89
52201430027933 田中 遥 ﾀﾅｶ ﾖｳ 67.74
53201330010563 山波 洋二 ﾔﾏﾅﾐ ﾖｳｼﾞ 63.31
54201850003423 三宅 隼 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝ 62.13
55201760001133 大坪 脩三郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 59.50
56201840006463 幸光 康司 ﾕｷﾐﾂ ｺｳｼﾞ 56.08
57201030068463 辻井 義英 ﾂｼﾞｲ ﾖｼﾋﾃﾞ 54.12
58201830041663 大谷 真吾 ｵｵﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 51.22
58201460002863 丸山 大輔 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 51.22
60201320005623 河村 匡宣 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 49.80
61200830049023 渡辺 翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｹﾙ 48.40
62201550001163 横田 昌弘 ﾖｺﾀ ﾏｻﾋﾛ 48.32
63201830014763 岡田 英世 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 46.48
64201750010823 谷戸 雄弥 ﾔﾄ ﾕｳﾔ 44.34
65201760008923 大野 洲 ｵｵﾉ ｼｭｳ 44.10
66201560030143 藤原 柊太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 43.80
67201840003843 野尻 智義 ﾉｼﾞﾘ ﾄﾓﾖｼ 42.30
68201420010323 粟地 未来 ｱﾜﾁ ﾐﾗｲ 38.20
69201430010963 星野 恭之 ﾎｼﾉ ﾔｽﾕｷ 38.03
70201560003543 坂本 廉斗 ｻｶﾓﾄ ﾚﾝﾄ 35.30
71199760024763 中島 健太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 33.90
72201130021863 川口 賢二 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 33.64
73201830027223 吉岡 誠司 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ 30.59
74201760008453 大塚 悠太 ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ 28.40
75201330016263 稲福 全伸 ｲﾅﾌｸ ｾﾞﾝｼﾝ 23.82
76201740006343 古山 大志 ﾌﾙﾔﾏ ﾀｲｼ 22.40
77201373026523 上木 竜太郎 ｳｴｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 22.24
78201630063043 大坪 笑次郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 21.00
79201760001943 村上 嵩桜 ﾑﾗｶﾐ ｼｵｳ 20.80
80201360026343 東野 天翔 ﾋｶﾞｼﾉ ｶｹﾙ 18.10
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81201650005263 長谷川 哲哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 10.71
82201860006543 植田 真人 ｳｴﾀﾞ ﾏﾅﾄ 9.34
83201760011743 浜田 多聞 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾓﾝ 8.14
84201640008663 郷 剛史 ｺﾞｳ ﾂﾖｼ 7.01
85201750011963 塗木 務 ﾇﾙｷ ﾂﾄﾑ 5.72
86201740008443 遠山 太陽 ﾄｵﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 4.96
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