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上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201360003723 大森 厚毅 ｵｵﾓﾘ ｱﾂｷ 451.09
2199830164463 奈良 泰伸 ﾅﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 416.00
3201520006863 青山 孝幸 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 408.78
4200860010923 藤本 雅史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 398.60
5201340000363 古市 直樹 ﾌﾙｲﾁ ﾅｵｷ 392.76
6199650076863 浅田 順 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 386.70
7201060003453 済木 圭太 ｻｲｷ ｹｲﾀ 385.08
8201373011923 堀越 貴洋 ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾋﾛ 353.19
9200850006523 北川 輝弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾙﾔ 316.92
10201550000133 山本 周太朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾀﾛｳ 315.50
11201260007133 長友 恭志郎 ﾅｶﾞﾄﾓ ｷｮｳｼﾛｳ 314.99
12200950009063 藤田 良秀 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 314.36
13201450009133 榑松 敬人 ｸﾚﾏﾂ ｹｲﾄ 311.38
14200530048563 田澤 淳 ﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 309.89
15199450010963 永谷 友英 ﾅｶﾞﾔ ﾄﾓﾋﾃﾞ 297.12
16201310003963 山本 恭央 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 292.55
17199350012063 野田 義喜 ﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 288.57
18201340008923 良川 健太 ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀ 278.84
19199020014363 工藤 英昭 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ 276.30
20201140002063 中久保 良平 ﾅｶｸﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ 274.85
21200350017963 平野 克典 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾉﾘ 269.99
22200850000463 大谷 渉 ｵｵﾀﾆ ﾜﾀﾙ 268.19
23201040003823 源本 翔 ﾐﾅﾓﾄ ｼｮｳ 267.07
24201040017733 篠原 琉佑 ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 264.00
25200140061163 米倉 大介 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 261.19
26199440046463 平林 勇二 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 256.43
27199730107063 原田 上 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 247.06
28199740039563 桐山 勇人 ｷﾘﾔﾏ ﾊﾔﾄ 243.72
29199560103363 杉山 弘幸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 237.39
30201730010763 原 剛志 ﾊﾗ ﾂﾖｼ 234.73
31201530057623 山川 豊 ﾔﾏｶﾜ ﾕﾀｶ 234.28
32199340000563 望月 充 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾂﾙ 226.60
33199160007563 福西 康宏 ﾌｸﾆｼ ﾔｽﾋﾛ 223.72
34201140008263 大山 由隆 ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 221.15
35200660028563 宇仁 隆太 ｳﾆ ﾘｭｳﾀ 220.48
36201340004943 平林 龍人 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 219.20
37200940014033 長澤 聖 ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲ 215.05
38199860046263 広瀬 隆行 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 214.05
39201772001623 髙橋 賢斗 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾄ 212.20
40201410003533 石川 諒 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 210.93
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41200450035463 水上 秀樹 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 208.80
42199730047863 真島 敬 ﾏｼﾏ ﾀｶｼ 207.39
43201450002963 高野 俊彦 ﾀｶﾉ ﾄｼﾋｺ 207.19
44200260036263 佐々木 英二 ｻｻｷ ｴｲｼﾞ 204.68
45200850004363 伴内 武 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾀｹｼ 201.11
46199650059663 広瀬 智博 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾋﾛ 197.69
47200630037763 三木 俊行 ﾐｷ ﾄｼﾕｷ 194.83
48200730009763 長谷 義和 ﾊｾ ﾖｼｶｽﾞ 186.92
49199530046163 岩本 行雄 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷｵ 185.02
50199220029263 鎌田 雅弘 ｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 183.60
51201675001523 西脇 海晴 ﾆｼﾜｷ ﾐﾊﾙ 181.82
52199240006363 河田 良夫 ｶﾜﾀ ﾖｼｵ 175.62
53199540002563 近藤 文喜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾖｼ 172.94
54201730004823 中本 進也 ﾅｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 171.81
55199540033963 小林 弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾑ 168.01
56200910006063 椎野 剛史 ｼｲﾉ ﾀｹｼ 167.74
57199930122563 木内 勇雄 ｷﾉｳﾁ ｲｻｵ 163.56
58201430007363 松本 拓己 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 163.55
59200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 157.18
60200250043363 中川 靖規 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 155.71
61199340037263 井出 祐樹 ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 152.29
62200150059963 浅野 智徳 ｱｻﾉ ﾄﾓﾉﾘ 150.80
63201772001223 高橋 知也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 149.60
64200250063863 藤原 雄志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼ 143.61
65201773009623 矢板 大知 ﾔｲﾀ ﾀｲﾁ 143.06
66201771002523 田島 涼雅 ﾀｼﾞﾏ ﾘｮｳｶﾞ 142.11
67201773011763 谷山 拓治 ﾀﾆﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 141.73
68200550019663 飯野 高洋 ｲｲﾉ ﾀｶﾋﾛ 136.18
69200250034063 日比野 智 ﾋﾋﾞﾉ ｻﾄｼ 135.48
70200160111563 大西 武司 ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 135.21
71199250016663 神谷 忠一 ｶﾐﾔ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 134.89
72201230002263 須藤 高太郎 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 133.53
73200760040263 前川 聡史 ﾏｴｶﾜ ｻﾄｼ 133.42
74198920008263 佐藤 重彦 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾋｺ 130.71
75201550002863 横山 健 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 128.24
76200620003363 丹野 伝重 ﾀﾝﾉ ﾃﾞﾝｼﾞｭｳ 127.00
77200460096953 中川 将史 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｼ 124.68
78201430003623 吉田 泰知 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 124.08
79201040022663 中出 拓也 ﾅｶﾃﾞ ﾀｸﾔ 118.92
80201530014163 小山 博 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 118.59
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81201060004163 長尾 英智 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞﾄﾓ 118.54
82200860014863 橋本 敏弘 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 118.05
83200060001263 吉村 大介 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 116.97
84201510002633 河村 祐一郎 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 115.81
85201740004333 鵜川 大地 ｳｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 115.46
86201672004523 櫻井 裕希 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 112.60
87201020004133 酒井 晃平 ｻｶｲ ｺｳﾍｲ 112.40
88200620024363 小見山 淳志 ｺﾐﾔﾏ ｱﾂｼ 110.70
89201630016763 今村 貴法 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 109.82
90199940023153 屋田 翔太 ﾔﾀﾞ ｼｮｳﾀ 108.09
91199250016363 下川 浩一 ｼﾓｶﾜ ｺｳｲﾁ 107.92
92200060117363 合田 和彦 ｺﾞｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 107.12
93200660028263 本多 卓也 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ 106.13
94201772002023 佐々木 悠介 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 103.60
95200960016863 永田 孝 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 103.39
96201260007263 長友 幸一 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｳｲﾁ 103.06
97200010010963 辻 浩一郎 ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 101.59
98201750004653 花井 崇臣 ﾊﾅｲ ﾀｶｵﾐ 101.23
99201720006363 尾形 浩二 ｵｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 98.59
100199930024363 五十嵐 英行 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 94.20
101201550006363 松井 良容 ﾏﾂｲ ﾖｼﾋﾛ 93.99
102201110004563 野尻 岳史 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ 93.00
103200850003363 土江 哲広 ﾂﾁｴ ﾃﾂﾋﾛ 92.70
104201320011153 谷 真誠 ﾀﾆ ﾏｻﾉﾌﾞ 92.60
105199740099363 江崎 功二郎 ｴｻｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 89.20
106199460002363 大角 旭 ｵｵｽﾐ ｱｷﾗ 87.64
107201720000163 村上 光祐 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾏｻ 85.57
108201320008733 戸田 真斗 ﾄﾀﾞ ﾏﾅﾄ 83.90
109199740097563 大居 健二 ｵｵｲ ｹﾝｼﾞ 83.33
110201310014533 平野 颯大 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 83.23
111201640011733 白石 弦 ｼﾗｲｼ ｹﾞﾝ 81.60
112201110004453 野尻 祐 ﾉｼﾞﾘ ﾋﾛｼ 80.00
112199820035763 山本 耕志 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼ 80.00
114201350018763 尾関 宏樹 ｵｾﾞｷ ﾋﾛｷ 78.41
115199950020763 戸本 篤 ﾄﾓﾄ ｱﾂｼ 76.61
116199760006063 倉森 健 ｸﾗﾓﾘ ｹﾝ 75.42
117201250017033 兼松 直生 ｶﾈﾏﾂ ﾅｵｷ 72.80
117201460001243 山本 翔大 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 72.80
119200930015363 隅水 良幸 ｽﾐｽﾞ ﾖｼﾕｷ 72.68
120201540013953 太田 秀煕 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 72.60
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121201150001363 若森 徹也 ﾜｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 72.53
122200250033963 福永 悟史 ﾌｸﾅｶﾞ ｻﾄｼ 71.10
123201674002423 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 69.89
124199660029963 松尾 宏一 ﾏﾂｵ ｺｳｲﾁ 68.88
125201310008123 山田 博貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 66.70
126201750002923 小池 輝匠 ｺｲｹ ｷｼｮｳ 66.43
127201650001663 玉木 啓太 ﾀﾏｷ ｹｲﾀ 66.30
128201040014463 永田 将克 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｶﾂ 66.21
129201530002353 藪野 達哉 ﾔﾌﾞﾉ ﾀﾂﾔ 64.83
130200950019363 村田 斉康 ﾑﾗﾀ ﾅﾘﾔｽ 64.60
131200730037253 高嶋 弘貴 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｷ 64.58
132201230005863 小林 慎治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 64.36
133200140015063 窪田 治樹 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｷ 61.18
133199860142063 中山 繁 ﾅｶﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 61.18
135201220000533 阿部 架惟都 ｱﾍﾞ ｶｲﾄ 59.50
135201610001153 岡崎 厚志 ｵｶｻﾞｷ ｱﾂｼ 59.50
137201750001163 平山 祐介 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳｽｹ 58.68
138199340028563 角 雅彦 ﾂﾉ ﾏｻﾋｺ 58.65
139199930094063 押見 正明 ｵｼﾐ ﾏｻｱｷ 56.90
140201550003423 北村 大樹 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 56.44
141200550009863 長川 顕 ﾅｶﾞｶﾜ ｹﾝ 56.42
142201750002763 藤井 耕司 ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ 56.08
142200950006463 渡辺 正夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 56.08
144200960016163 大西 俊雄 ｵｵﾆｼ ﾄｼｵ 54.44
145199830205363 生沼 丈志 ｵｲﾇﾏ ﾀｹｼ 54.12
146199260047863 谷岡 重洋 ﾀﾆｵｶ ｼｹﾞﾋﾛ 53.60
147200420000363 福田 由徳 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 52.20
148200940003563 齋藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 51.64
149200040018363 西沢 聡一郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 50.95
150200130026763 市村 雄二 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 50.30
151200560097063 絹川 貴俊 ｷﾇｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 48.70
151198950009963 渡辺 将巳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ 48.70
153199520003463 坂本 好章 ｻｶﾓﾄ ﾖｼｱｷ 48.40
154201240007263 香山 行徳 ｶﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ 47.94
154201660002763 谷中 昭夫 ﾀﾆﾅｶ ｱｷｵ 47.94
156201160009763 野見山 正浩 ﾉﾐﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 47.32
157200450001623 田口 瑞樹 ﾀｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 46.48
158199550063263 斉藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 45.40
159199810010663 河村 道彦 ｶﾜﾑﾗ ﾐﾁﾋｺ 44.34
159200630037863 喜多村 航 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 44.34
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161201720012753 櫻田 洋喜 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 44.10
162201350007933 杉本 快舟 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲｼｭｳ 43.80
163200350005663 門脇 潤 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾞｭﾝ 43.64
164200040039463 大野 高明 ｵｵﾉ ﾀｶｱｷ 42.89
164199760042963 佐々木 俊一 ｻｻｷ ｼｭﾝｲﾁ 42.89
164200330045663 吹井 隆太 ﾌｷｲ ﾘｭｳﾀ 42.89
167201650006243 矢部 聖晴 ﾔﾍﾞ ｷﾖﾊﾙ 41.00
168201740004423 土田 真慶 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 40.16
169200360010763 中山 栄二 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 39.33
170200950008763 森 雅生 ﾓﾘ ﾏｻｵ 38.30
171201540008663 喜多 誠 ｷﾀ ﾏｺﾄ 38.03
172201460002723 岡 義洋 ｵｶ ﾖｼﾋﾛ 36.21
172199830031963 君島 雅弘 ｷﾐｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 36.21
174199150020063 杉山 拓久 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾋｻ 36.10
175200150022063 古田 隆司 ﾌﾙﾀ ﾀｶｼ 35.13
176201160002963 岡本 武彦 ｵｶﾓﾄ ﾀｹﾋｺ 33.90
177201740014863 松沢 淳史 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾂｼ 33.64
178201740012533 山内 利紀 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｷ 33.48
179199840088263 櫻井 敏久 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋｻ 33.39
180200720008963 海野 行宏 ｳﾝﾉ ﾕｷﾋﾛ 32.90
181199950013063 山口 岳史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 32.80
182201160011953 岡村 直俊 ｵｶﾑﾗ ﾅｵﾄｼ 32.09
182201230004963 澤村 幸司 ｻﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 32.09
182199940069663 三澤 栄市 ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 32.09
185201730018823 高山 祥平 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 30.59
185200530096263 堀越 一洋 ﾎﾘｺｼ ｶｽﾞﾋﾛ 30.59
187201260026863 礒村 好聡 ｲｿﾑﾗ ﾖｼｻﾄ 30.34
188201350008243 杉本 志功 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｺｳ 30.00
188201730040563 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 30.00
190201550000243 山本 祐二朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 28.80
191200330114863 尾形 文規 ｵｶﾞﾀ ﾌﾐﾉﾘ 28.73
191201360007563 浜田 太一 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲﾁ 28.73
193199750065563 安部 貴広 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 28.40
193199530142263 平岩 健 ﾋﾗｲﾜ ｹﾝ 28.40
195199450044363 松井 孝仁 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾄ 27.20
196201560013823 稲垣 祐吾 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｺﾞ 26.91
196201250008863 胸組 尚樹 ﾑﾈｸﾞﾐ ﾅｵｷ 26.91
198200940010263 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 25.76
199199250015363 高橋 卓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 25.70
199201750005763 星野 豊 ﾎｼﾉ ﾕﾀｶ 25.70

　　　　　　　　　5/6　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

(GS+SG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

201200260050963 浅井 淳一 ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 25.68
201199910005463 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 25.68
201201776001723 秦 響 ﾊﾀ ｷｮｳ 25.68
204199220001263 安達 正彦 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 24.50
205201230001163 桐生 裕文 ｷﾘｭｳ ﾋﾛﾌﾐ 23.82
205201460007853 宮崎 大典 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 23.82
207201720001553 赤坂 忍 ｱｶｻｶ ｼﾉﾌﾞ 22.60
208201450011463 高橋 竜也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 22.40
208200430045663 豊田 敬 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ 22.40
210201560003323 泉 翔平 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 22.24
210199310002963 荻原 一 ｵｷﾞﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 22.24
210201740018763 武山 了司 ﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 22.24
213199550065663 川上 正樹 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｷ 20.80
213201460038553 西原 奨悟 ﾆｼﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 20.80
215200730062263 遠藤 威 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 20.58
216201150005663 林 健吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 20.00
217201350006263 本多 真樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 18.10
218201510013423 合田 貴紀 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀｶｷ 17.79
219200960022253 大下 喜裕 ｵｵｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 16.50
220200530125463 黒田 幸男 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷｵ 16.15
221201610000843 合歓垣 想太 ﾈﾑｶﾞｷ ｿｳﾀ 14.79
222201750002163 藤田 優 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾙ 14.31
222199960104763 森内 幸男 ﾓﾘｳﾁ ﾕｷｵ 14.31
224200510029563 遠藤 成臣 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｵﾐ 13.49
225201750003463 浅井 啓三 ｱｻｲ ｹｲｿﾞｳ 12.81
226200650017263 松浦 聡 ﾏﾂｳﾗ ｻﾄｼ 12.31
227201560012963 古賀 慎太郎 ｺｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 10.71
228200650001563 中根 徹 ﾅｶﾈ ﾄｵﾙ 9.99
229201630011363 川村 忍 ｶﾜﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 8.83
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