
  

2017/2018シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(HPクラス オープン女子)

（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

1201560010144 皆木 蘭 ﾐﾅｷﾞ ﾗﾝ 239.70
2201330066944 佐藤 凜 ｻﾄｳ ﾘﾝ 222.97
3201330047444 金子 日菜多 ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 194.60
4201460003544 森 萌雅 ﾓﾘ ﾒｲﾋﾞ 189.64
5201230018964 北澤 あすか ｷﾀｻﾞﾜ ｱｽｶ 176.40
6201030010424 伊藤 仁美 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 170.20
7201771003234 後藤 日菜子 ｺﾞﾄｳ ﾋﾅｺ 148.65
8201430042264 森 政子 ﾓﾘ ﾏｻｺ 143.40
9201140009264 村上 深雪 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ 137.00
10201560030244 藤原 美桜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｵ 130.10
11201430013764 田原 由美子 ﾀﾊﾗ ﾕﾐｺ 129.30
12201730019664 茂木 めぐみ ﾓｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 127.39
13201460044944 茨木 優希羽 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾕｷﾊ 123.45
14201530017564 成田 圭子 ﾅﾘﾀ ｹｲｺ 108.00
15201460043644 芝田 菜々子 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｺ 104.50
16201660001224 東垣 空 ﾋｶﾞｼｶﾞｷ ｿﾗ 100.46
17201550006854 森本 郁美 ﾓﾘﾓﾄ ｲｸﾐ 97.50
18201540007364 葛生 千恵 ｸｽﾞｳ ﾁｴ 90.96
19201730027724 竹内 有莉 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾘ 90.60
20201676008624 浅見 友加里 ｱｻﾐ ﾕｶﾘ 74.86
21201674007624 宮原 心 ﾐﾔﾊﾗ ｺｺﾛ 71.77
22201673007024 中村 弥栄子 ﾅｶﾑﾗ ﾔｴｺ 69.50
23201130059264 渡邊 華絵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅｴ 68.44
24200950015164 玉田 七七重 ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾅｴ 64.40
25201740002624 水口 結貴 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 62.50
26201440000244 黒沢 真紘 ｸﾛｻﾜ ﾏﾋﾛ 60.40
27201640000644 山下 佳寿美 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾐ 33.78
28201650003424 森田 萌 ﾓﾘﾀ ﾓｴ 32.40
29201640007224 早川 香織 ﾊﾔｶﾜ ｶｵﾘ 31.27
30201330021254 伊藤 夏紀 ｲﾄｳ ﾅﾂｷ 30.80
31201630017464 花島 良子 ﾊﾅｼﾏ ﾘｮｳｺ 30.09
32201530015864 佐藤 めぐみ ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 29.20
33201430071254 岸本 さおり ｷｼﾓﾄ ｻｵﾘ 27.30
34201375008924 池田 あかね ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 26.38
35201674007324 森山 はづき ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾂﾞｷ 22.34
36201740006254 田中 明里 ﾀﾅｶ ｱｶﾘ 21.32
37201660003944 川原 凜珠 ｶﾜﾊﾗ ﾘｼﾞｭ 21.00
38201740018344 大倉 夕奈 ｵｵｸﾗ ﾕﾅ 20.55
39201774005624 佐々木 日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 19.50
40201130060034 加藤 環希 ｶﾄｳ ﾀﾏｷ 16.70
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41201760013164 野田 朱美 ﾉﾀﾞ ｱｹﾐ 15.70
42201640004944 鍛治 茉音 ｶｼﾞ ﾏﾉﾝ 15.16
43201330015864 稲福 祐子 ｲﾅﾌｸ ﾕｳｺ 13.72
43201640004334 前田 黛花 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕｶ 13.72
45201530012654 吉田 知世 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾖ 12.16
46201630012644 藤崎 優月 ﾌﾁﾞｻｷ ﾕﾂﾞｷ 11.29
47201660011944 大橋 空奈 ｵｵﾊｼ ｿﾗﾅ 5.95
48201230042664 齊藤 さや香 ｻｲﾄｳ ｻﾔｶ 3.67
49201660018244 清水 さら ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 3.65
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