
2017/2018シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(SSクラス 女子)

（4月13日付/4月9日締）

順位 会員番号 会員氏名 会員氏名（カナ）
上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201560001234 井上 千花 ｲﾉｳｴ ﾁｶ 208.67
2201460003754 石川 琴代 ｲｼｶﾜ ｺﾄﾖ 178.84
3201020010634 渡邊 彩月 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 172.68
4201450005124 犬塚 幸子 ｲﾇﾂﾞｶ ｻﾁｺ 166.77
5201260019344 原 優希乃 ﾊﾗ ﾕｷﾉ 164.89
6201310008934 木村 稜 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 163.38
7200960012154 木村 憂依 ｷﾑﾗ ﾕｲ 161.14
8201560006144 北野 潤夏 ｷﾀﾉ ﾋﾛｶ 154.92
9201450024544 森井 姫明麗 ﾓﾘｲ ｷｱﾗ 142.49
10201250000824 田中 佑奈 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 137.71
11201610003644 前田 涼葉 ﾏｴﾀﾞ ｽｽﾞﾊ 122.74
12201730029034 竹 春乃 ﾀｹ ﾊﾙﾉ 122.35
13201571005624 加藤 愛永 ｶﾄｳ ﾏﾅｴ 121.30
14201460014354 青木 朋美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 119.22
15201660001724 藤川 桃華 ﾌｼﾞｶﾜ ﾓﾓｶ 115.52
16201560004554 西岡 鮎子 ﾆｼｵｶ ｱﾕｺ 114.36
17201720004924 堀渕 渚 ﾎﾘﾌﾞﾁ ﾅｷﾞｻ 110.01
18201510009334 和田 麗音 ﾜﾀﾞ ﾚｲﾝ 106.20
19201440009024 山本 由衣 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ 101.70
20201520003224 岡田 莉莉 ｵｶﾀﾞ ﾘﾘ 101.57
21201560002044 河野 柑奈 ｺｳﾉ ｶﾝﾅ 100.80
22201550014944 岡戸 璃音 ｵｶﾄﾞ ﾘｵﾝ 95.67
23201460000724 岡田 実津希 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 86.62
24201620004744 枝松 千優 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾁﾋﾛ 86.11
25201730021054 吉田 詩織 ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ 82.71
26201030010424 伊藤 仁美 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 76.80
27201774005624 佐々木 日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 71.84
28201730019664 茂木 めぐみ ﾓｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 67.45
29201640009044 内海 煌莉 ｳﾂﾐ ｷﾗﾘ 60.11
30201650004134 原賀 紫織 ﾊﾗｶﾞ ｼｵﾘ 55.05
31201430017954 幸田 みゆき ｺｳﾀﾞ ﾐﾕｷ 51.42
32201750003044 岡野 眞空 ｵｶﾉ ﾏｿﾗ 48.05
33201630043144 中川 綾乃 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 47.73
34201650011724 若松 美芹 ﾜｶﾏﾂ ﾐｾﾘ 40.46
35201210006524 荒谷 梨乃 ｱﾗﾔ ﾘﾉ 39.00
36201710002024 佐藤 友里乃 ｻﾄｳ ﾕﾘﾉ 36.50
37201710016644 宍戸 花珀 ｼｼﾄﾞ ﾅﾉﾊ 35.00
38201660003244 小谷 結衣 ｺﾀﾆ ﾕｲ 31.92
38201750018444 榊原 心菜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｺﾅ 31.92
40201375008924 池田 あかね ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 31.13
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41201750005364 木村 理絵 ｷﾑﾗ ﾘｴ 30.97
41201760005124 服部 柚香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞｶ 30.97
43201630016254 穴澤 はるか ｱﾅｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 27.46
44201640009624 金箱 茉由 ｶﾈﾊﾞｺ ﾏﾕ 25.11
44201560010144 皆木 蘭 ﾐﾅｷﾞ ﾗﾝ 25.11
46201560006944 松岡 杏樹 ﾏﾂｵｶ ｱﾝｼﾞｭ 21.18
47201730023424 渡部 那実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ 15.16
48201730042554 矢嶋 佐友里 ﾔｼﾞﾏ ｻﾕﾘ 13.00
49201630017464 花島 良子 ﾊﾅｼﾏ ﾘｮｳｺ 2.77
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