
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 女子)

順位 会員番号 会員氏名 会員氏名（カナ）
上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201030020564 篠木 麻希子 ｼﾉｷﾞ ﾏｷｺ 231.00
2200850006434 北川 緋那子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾅｺ 201.96
3200440015664 渡辺 久美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾐｺ 193.27
4199740007664 三好 和美 ﾐﾖｼ ｶｽﾞﾐ 183.10
5200840000524 池田 瑛里奈 ｲｹﾀﾞ ｴﾘﾅ 167.56
6201510000144 地下 綾音 ﾁﾞｹﾞ ｱﾔﾈ 165.35
7201120004234 小松 彩美夏 ｺﾏﾂ ｱﾐｶ 162.02
8201340006834 入江 唯 ｲﾘｴ ﾕｲ 158.11
9201160040634 朝倉 万晴 ｱｻｸﾗ ﾏﾊﾙ 157.94
10201040000534 池田 紗里奈 ｲｹﾀﾞ ｻﾘﾅ 148.80
11200950004664 村田 和巳 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾐ 144.97
12201260031334 石田 優唯 ｲｼﾀﾞ ﾕｲ 137.82
13201320013734 野崎 蘭 ﾉｻﾞｷ ﾗﾝ 135.67
14199850127564 増井 香織 ﾏｽｲ ｶｵﾘ 134.40
15201250006364 工藤 恵理子 ｸﾄﾞｳ ｴﾘｺ 133.56
16201610002944 鴨部 詩月 ｶﾓﾍﾞ ｼﾂﾞｸ 130.72
17200330150864 清水 敦子 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｺ 128.30
18201330059044 前田 紗美 ﾏｴﾀﾞ ｽｽﾞﾐ 127.59
19201440005244 大島 ひなの ｵｵｼﾏ ﾋﾅﾉ 120.92
20201660011464 石井 祥子 ｲｼｲ ｻｷｺ 117.71
21201240004834 見津 和 ﾐﾂ ﾅｺﾞﾐ 116.41
22199430094264 須藤 早苗 ｽﾄｳ ｻﾅｴ 114.64
23201430009264 弘重 絵美 ﾋﾛｼｹﾞ ｴﾐ 113.44
24201220002044 加藤 舞紘 ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ 113.12
25201340006534 大島 さくら ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ 111.34
26201660001164 宇田 悦子 ｳﾀﾞ ｴﾂｺ 111.12
27200640001464 茶原 さおり ﾁｬﾊﾞﾗ ｻｵﾘ 110.35
28201330042844 飯岡 舞香 ｲｲｵｶ ﾏｲｶ 106.74
29201630017564 原 美幸 ﾊﾗ ﾐﾕｷ 106.57
29200350005464 * 笠松 絵美 ｶｻﾏﾂ ｴﾐ
30200960014764 堀 八重美 ﾎﾘ ﾔｴﾐ 106.20
31201730025924 井出 莉乃 ｲﾃﾞ ﾘﾉ 104.46
32201772002824 高橋 知花 ﾀｶﾊｼ ﾁｶ 103.60
33199910033564 内藤 真奈美 ﾅｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 103.29
34200630023864 八尾 有香子 ﾔｵ ﾕｶｺ 97.10
35201440009844 吉田 想世 ﾖｼﾀﾞ ｿﾖ 96.18
36201030034964 森金 愛里 ﾓﾘｶﾈ ｱｲﾘ 94.99
37200950000264 高松 美樹 ﾀｶﾏﾂ ﾐｷ 93.61
38201660014264 岡 美友紀 ｵｶ ﾐﾕｷ 92.05
38201050012564 鬼頭 陽子 ｷﾄｳ ﾖｳｺ 92.05
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40201740011534 佐藤 雪香 ｻﾄｳ ｷﾖｶ 91.59
41200860023664 河本 雅美 ｺｳﾓﾄ ﾏｻﾐ 90.32
42201710012234 遠藤 里南 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 88.20
43201520000944 加藤 寧琉 ｶﾄｳ ﾈｲﾙ 87.64
44201460021744 鍵本 彩夏 ｶｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 84.91
45201530003664 猪塚 満澄美 ｲｽﾞｶ ﾏｽﾐ 84.71
46201130006864 柳平 静香 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｼｽﾞｶ 83.89
47200960024364 出嶋 範子 ﾃﾞｼﾞﾏ ﾉﾘｺ 82.63
48201550009644 山室 音逢 ﾔﾏﾑﾛ ﾉｱ 82.11
49200540002564 平井 陽子 ﾋﾗｲ ﾖｳｺ 81.83
50200630079364 所 裕子 ﾄｺﾛ ﾕｳｺ 75.90
51201220013944 鈴木 明華梨 ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ 75.60
52201350001264 広瀬 有梨 ﾋﾛｾ ﾕﾘ 75.48
53201575001164 西村 はるみ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾐ 75.45
54201630007054 柳川 美麗 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 74.81
55201220000444 佐々木 香音 ｻｻｷ ｶﾉﾝ 73.78
56200330026564 岩邊 祐子 ｲﾜﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 72.24
57200730028864 津浦 幸子 ﾂｳﾗ ｻﾁｺ 71.75
58201130015754 松枝 裕美 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ 71.55
59200340040264 吉村 雅江 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｴ 71.12
60201240001044 市田 悠莉 ｲﾁﾀﾞ ﾕｳﾘ 69.51
61201520001644 井戸 なつみ ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 69.09
62200460015864 東 佳奈子 ﾋｶﾞｼ ｶﾅｺ 67.60
63200030045964 吉田 かおり ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 67.15
64201740003824 坂本 和香奈 ｻｶﾓﾄ ﾜｶﾅ 66.00
65201630009844 小松 蒼衣 ｺﾏﾂ ｱｵｲ 65.87
66201440002664 今井 めぐみ ｲﾏｲ ﾒｸﾞﾐ 65.73
67201540008844 高原 蛍 ﾀｶﾊﾗ ﾎﾀﾙ 65.38
68201020005364 星 奈々 ﾎｼ ﾅﾅ 63.40
69200950006164 田口 真弓 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ 62.67
70201540012144 滝澤 俐歩 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾎ 61.25
71201640009264 岸谷 宏美 ｷｼﾀﾆ ﾋﾛﾐ 60.17
72200720024364 梅川 望 ｳﾒｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 59.70
73201410015344 高橋 空果 ﾀｶﾊｼ ｿﾗﾊ 57.65
74201771004224 鵜野 莉津 ｳﾉ ﾘﾂ 57.06
75200760014264 内田 智子 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ 53.44
76201130017634 木崎 育美 ｷｻﾞｷ ｲｸﾐ 51.42
77201640012954 野村 和世 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 50.96
78200430010564 牧江 あゆみ ﾏｷｴ ｱﾕﾐ 50.90
79201660006164 山本 可奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 48.05
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80201720007544 海野 聖徠 ｳﾝﾉ ｾｲﾗ 46.06
81201210008834 石川 真歩 ｲｼｶﾜ ﾏﾎ 45.60
82200430076964 井野口 紀子 ｲﾉｸﾞﾁ ﾉﾘｺ 45.46
83199050026564 河合 智子 ｶﾜｲ ﾄﾓｺ 45.10
84200530004564 手塚 久野 ﾃﾂﾞｶ ﾋｻﾉ 44.40
85199830273564 渡沼 恵子 ﾜﾀﾇﾏ ｹｲｺ 43.83
86201640007044 宮尾 一花 ﾐﾔｵ ｲﾁｶ 42.28
87200420024364 神尾 陽子 ｶﾐｵ ﾖｳｺ 41.90
88201520000244 熊谷 百々代 ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾓﾖ 39.90
89201710000254 金子 めぐみ ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ 39.00
90200840005664 桐山 知子 ｷﾘﾔﾏ ﾄﾓｺ 37.66
91200660028164 谷中 薫 ﾀﾆﾅｶ ｶｵﾙ 37.50
92199830106964 吉澤 しのぶ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 36.20
93201530019034 藤嶋 志帆 ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾎ 35.00
93201250001834 光田 風香 ﾐﾂﾀﾞ ﾌｳｶ 35.00
95201010007134 川浪 里奈 ｶﾜﾅﾐ ﾘﾅ 34.90
96201640014544 八田 小春 ﾊｯﾀ ｺﾊﾙ 33.53
97200930024664 黒澤 真喜 ｸﾛｻﾜ ﾏｷ 33.39
98200430052664 田邊 明子 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 32.00
98201576000824 松本 舞希 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲｷ 32.00
100200060115364 井奥 美紀子 ｲｵｸ ﾐｷｺ 31.92
100201710005844 吉田 璃子 ﾖｼﾀﾞ ﾘｺ 31.92
102201550006264 松井 由美子 ﾏﾂｲ ﾕﾐｺ 29.70
103200430003664 鈴木 英里 ｽｽﾞｷ ｴﾘ 28.35
104201730035644 和田 胤佳 ﾜﾀﾞ ｲﾝｶ 27.30
105201160015264 福本 美華 ﾌｸﾓﾄ ﾐｶ 26.52
106201730003544 余郷 さくら ﾖｺﾞｳ ｻｸﾗ 25.55
107200840007664 井形 純子 ｲｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ 25.11
107201760020854 清水 さわこ ｼﾐｽﾞ ｻﾜｺ 25.11
107201610005644 七崎 凛帆 ﾅﾅｻｷ ﾘﾎ 25.11
110200730091264 山本 瞳 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 23.94
111201420008444 高橋 夏鈴 ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ 22.19
112201550003044 金澤 木香 ｶﾅｻﾞﾜ ﾓｶ 20.79
113201630034264 小越 純子 ｵｺﾞｼ ｼﾞｭﾝｺ 19.46
114200730011764 大久保 江身子 ｵｵｸﾎﾞ ｴﾐｺ 19.38
115201720003544 工藤 香羽 ｸﾄﾞｳ ｺｳ 18.34
116200330045764 吹井 陽子 ﾌｷｲ ﾖｳｺ 17.24
117201430010864 石原 雅 ｲｼﾊﾗ ﾐﾔ 14.21
118201450015124 太田 理奈 ｵｵﾀ ﾘﾅ 14.00
119201610015344 山根 楓來 ﾔﾏﾈ ｶｴﾗ 11.29
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120200910010564 飯田 三香子 ｲｲﾀﾞ ﾐｶｺ 9.45
121201710004324 泉 二オン ｲｽﾞﾐ ﾆｵﾝ 8.00
122201640005144 伊藤 優奈 ｲﾄｳ ﾕﾅ 7.57
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