
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 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

1201740010854 宇都宮 彩 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾔ 188.50
2200730117764 高橋 奈々 ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 179.60
3201010007134 川浪 里奈 ｶﾜﾅﾐ ﾘﾅ 170.84
4200050102164 榊原 直子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅｵｺ 163.59
5201240011464 辻井 紀子 ﾂｼﾞｲ ﾉﾘｺ 163.10
6201030010864 鶴岡 友紀 ﾂﾙｵｶ ﾕｷ 162.32
7201573012724 大津 朝香 ｵｵﾂ ｱｻｶ 161.55
8201473002924 日野 彩恵 ﾋﾉ ｱﾔｴ 153.42
9199630248964 河野 美貴 ｺｳﾉ ﾐｷ 148.94
10201330010334 矢頭 華蓮 ﾔﾄｳ ｶﾚﾝ 143.72
11201230008264 長野 マキ ﾅｶﾞﾉ ﾏｷ 143.55
12201430010224 西間木 佑姫 ﾆｼﾏｷﾞ ﾕｷ 141.86
13201530006734 藤田 華恋 ﾌｼﾞﾀ ｶﾚﾝ 139.95
14201740011534 佐藤 雪香 ｻﾄｳ ｷﾖｶ 137.19
15201540003224 小島 なつみ ｺｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 136.12
16201730045424 須郷 華菜子 ｽｺﾞｳ ｶﾅｺ 131.61
17200860031564 浮田 千代 ｳｷﾀ ﾁﾖ 129.16
18201060031454 谷山 愛美 ﾀﾆﾔﾏ ｱｲﾐ 121.40
19201450008854 中山 結生 ﾅｶﾔﾏ ﾕｷ 120.70
20201630009524 石井 優衣 ｲｼｲ ﾕｲ 120.38
21201740011364 早川 里枝 ﾊﾔｶﾜ ﾘｴ 113.65
22201710012234 遠藤 里南 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 107.70
23201540005464 松川 直子 ﾏﾂｶﾜ ﾅｵｺ 104.92
24200650001754 西原 麻美 ﾆｼﾊﾗ ﾏﾐ 102.06
25201650016424 杉浦 里奈 ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾅ 95.71
26200150070164 大鹿 希 ｵｵｼｶ ﾉｿﾞﾐ 93.00
27201230013554 内山 友花 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｶ 88.26
28201010010854 武田 茉由子 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕｺ 87.71
29201573007624 小鍜冶 渚砂 ｺｶｼﾞ ﾅｷﾞｻ 85.40
30199830106964 吉澤 しのぶ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 81.01
31201740003164 廣渡 絵美 ﾋﾛﾜﾀﾘ ｴﾐ 65.91
32201575001164 西村 はるみ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾐ 62.50
33200830024754 小林 亜沙子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻｺ 62.36
34201510000554 中村 麻衣子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｲｺ 61.53
35201330000464 宮成 綾 ﾐﾔﾅﾘ ｱﾔ 61.27
36201640014064 大貫 忍 ｵｵﾇｷ ｼﾉﾌﾞ 51.14
37201740005724 安斎 高嶺 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶﾈ 45.36
38201330017354 吉見 翼 ﾖｼﾐ ﾂﾊﾞｻ 42.62
39201440029364 新田 あゆみ ﾆｯﾀ ｱﾕﾐ 40.00
40201340015564 蝶名林 繭 ﾁｮｳﾅﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 36.81
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41201760026964 小野山 朋美 ｵﾉﾔﾏ ﾄﾓﾐ 34.30
42201740012664 泉 朋子 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓｺ 27.46
42200830012554 本間 香代子 ﾎﾝﾏ ｶﾖｺ 27.46
44201120005734 塚沢 姿苑 ﾂｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 20.55
44201630017354 都丸 恵 ﾄﾏﾙ ﾒｸﾞﾐ 20.55
46201760002424 赤井田 結花 ｱｶｲﾀﾞ ﾕｶ 17.90
47201630017464 花島 良子 ﾊﾅｼﾏ ﾘｮｳｺ 16.00
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