
  

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 シニアメン男子)

（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

1199830243863 市浦 修 ｲﾁｳﾗ ｵｻﾑ 219.52
2201030028263 秋谷 壮一 ｱｷﾔ ｿｳｲﾁ 215.04
3199960142263 秋山 正樹 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｷ 191.31
4201030074263 矢頭 俊英 ﾔﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 190.75
5201230002263 須藤 高太郎 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 188.01
6201650005963 小久保 幸範 ｺｸﾎﾞ ﾕｷﾉﾘ 187.32
7201640008963 丸山 慧輔 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 174.86
8201130026963 古館 潔 ﾌﾙﾀﾁ ｷﾖｼ 173.53
9199850011463 杉崎 芳徳 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 169.47
10201550003663 石川 大将 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾏｻ 168.21
11200060128063 花田 剛 ﾊﾅﾀﾞ ﾂﾖｼ 166.25
12200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 161.49
13201450008463 野中 浩 ﾉﾅｶ ﾋﾛｼ 154.63
14199860048463 松木 正則 ﾏﾂｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 152.39
15201330002453 谷垣 隆男 ﾀﾆｶﾞｷ ﾀｶｵ 150.99
16199740043563 宮澤 弘明 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 149.73
17201230018763 久保田 隆仁 ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 146.93
18200430029663 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ 141.68
19201730010063 宮下 竹雄 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹｵ 139.51
20201730026963 上村 桂 ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 131.67
20200760033363 高田 一也 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 131.67
22200630045363 穴原 和彦 ｱﾅﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 128.73
22200550002863 杉山 政隆 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 128.73
24201720000363 米沢谷 修 ﾖﾈｻﾞﾜﾔ ｵｻﾑ 128.31
25200130157863 花田 竜二 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 125.30
26200260033663 坂本 孝和 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｶｽﾞ 119.42
26201060031963 嶋村 裕人 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 119.42
28201350004263 花村 一彦 ﾊﾅﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 99.82
29201330006163 佐久間 亮一 ｻｸﾏ ﾘｮｳｲﾁ 98.42
30201650007463 中村 泰介 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ 78.54
31201430019763 竹原 博樹 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾛｷ 78.40
32201030014363 大崎 健太郎 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 69.30
33201630014163 寒川 尚徳 ｻﾝｶﾞﾜ ﾋｻﾉﾘ 65.10
34200060001963 熊本 祐滉 ｸﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 62.02
35200560035563 加納 大輔 ｶﾉｳ ﾀﾞｲｽｹ 53.62
35201430009963 水野 倫央 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾘﾋｻ 53.62
37201360010253 大久保 佑星 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 48.65
38200860029563 岡本 和之 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 46.69
38200560017863 楠冨 茂弘 ｸｽﾄﾐ ｼｹﾞﾋﾛ 46.69
40200160062863 河上 裕一郎 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ 38.57
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40200930046963 角田 了允 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 38.57
40201730057263 手計 恵博 ﾃﾊﾞｶﾘ ｻﾄﾋﾛ 38.57
40201730017363 福田 健一朗 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 38.57
40201230020263 松井 史郎 ﾏﾂｲ ｼﾛｳ 38.57
45201430024963 佐藤 紀夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 29.61
46200050059963 稲熊 敬之 ｲﾅｸﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 26.25
47201730002063 辻 明宏 ﾂｼﾞ ｱｷﾋﾛ 19.46
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