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上位３大会
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1201650000243 嶋崎 怜生 ｼﾏｻﾞｷ ﾚｲ 196.28
2201630032043 柳原 詩 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｳﾀ 176.96
3201710008543 村上 叶真 ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ 176.40
4201660015743 丸山 逸之匠 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾁﾉｼﾝ 161.07
5201730001043 田尻 夕夏 ﾀｼﾞﾘ ｾﾅ 159.60
6201860022043 木村 悠斗 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 148.75
7201710006443 大越 凪 ｵｵｺｼ ﾅｷﾞﾙ 141.54
8201820007233 岡 浩太郎 ｵｶ ｺｳﾀﾛｳ 131.25
9201610003743 前田 佳蔵 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 90.37
10201630015643 蓮 琥海 ﾊｽ ｺｳｶﾞ 78.75
11201530016543 布施 聖斗 ﾌｾ ﾏｻﾄ 78.40
12201840004143 木本 来飛 ｷﾓﾄ ﾗｲﾄ 71.82
13201840015643 灰野 寧緒 ﾊｲﾉ ﾈｵ 65.38
14201840021443 横沢 豪大 ﾖｺｻﾜ ｺﾞｳﾀﾞｲ 64.54
15201760012343 前川 結羽 ﾏｴｶﾜ ﾕｳ 63.77
16201710006243 伊藤 拓斗 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 62.02
16201830044843 井口 和友 ｲﾉｸﾁ ﾜﾕ 62.02
18201630032343 柳原 凛来 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘﾝｸ 59.85
19201710000843 工藤 昊 ｸﾄﾞｳ ｿﾗ 58.94
20201830023043 荒井 遥翔 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 56.00
20201710016943 鈴木 旬 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 56.00
22201730058643 荒川 冬衣 ｱﾗｶﾜ ﾄｳｲ 53.62
22201710007343 陳野原 琉音 ｼﾞﾝﾉﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 53.62
24201350008243 杉本 志功 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｺｳ 50.96
25201530040543 加藤 楽久 ｶﾄｳ ｶﾞｸ 50.54
25201710000943 工藤 湘 ｸﾄﾞｳ ﾅｷﾞ 50.54
27201810020343 日野澤 瑠 ﾋﾉｻﾜ ﾙｲ 48.65
28201860006843 北山 博仁 ｷﾀﾔﾏ ﾊｸﾄ 48.23
28201750000243 宮村 珀 ﾐﾔﾑﾗ ﾊｸ 48.23
30201830044743 高瀬 夏 ﾀｶｾ ﾅﾂｷ 46.69
30201610012043 古橋 千駿 ﾌﾙﾊｼ ﾁﾊﾔ 46.69
32201660007943 河野 大芽 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 45.22
32201840005343 柳 紘心 ﾔﾅｷﾞ ｺｺﾛ 45.22
34201810020243 遠藤 藍琉 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾙ 44.80
34201530018843 加藤 漣 ｶﾄｳ ﾚﾝ 44.80
34201840011143 米村 虎之助 ﾖﾈﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 44.80
37201660013143 坂上 光 ｻｶｳｴ ﾋｶﾙ 41.72
38201810004643 上 心哲 ｶﾐ ｺﾃﾂ 41.65
39201410012643 苫米地 愁 ﾄﾏﾍﾞﾁ ｼｭｳ 40.25
39201820007133 難波 真羽斗 ﾅﾝﾊﾞ ﾏﾊﾄ 40.25
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41201860007343 西澤 天進 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾝｼﾝ 39.83
42201510009243 阿部 恭市郎 ｱﾍﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 38.57
43201730008443 大座畑 空良 ｵｵｻﾞﾊﾀ ｿﾗ 36.54
43201810004743 橋本 開人 ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾄ 36.54
45201830017043 井上 阿未来 ｲﾉｳｴ ｱﾐﾗ 34.86
45201710006343 水上 滉太 ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ 34.86
47201560029743 藤原 優樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 30.73
48201430015143 天野 晴太 ｱﾏﾉ ｾｲﾀ 28.00
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