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(SSクラス オープン男子)
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会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201410001343 渡部 陸斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸﾄ 456.58
2201630015833 小沼 悠 ｺﾇﾏ ﾊﾙｶ 424.50
3201760001133 大坪 脩三郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 398.20
4201660013043 坂上 ひなた ｻｶｳｴ ﾋﾅﾀ 386.69
5201760012743 木村 葵来 ｷﾑﾗ ｷﾗ 377.58
6201410010833 阿部 迅市郎 ｱﾍﾞ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 375.35
7201460001043 柿本 優空 ｶｷﾓﾄ ﾕｳｱ 364.38
8201560003943 向井 海人 ﾑｶｲ ｶｲﾄ 346.46
9201210011233 村中 虹介 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｽｹ 337.40
10201860010623 佐藤 竜 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 334.82
11201450016543 岡戸 琉晴 ｵｶﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 317.04
12201810004933 佐藤 勇樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 312.40
13201630005143 齋藤 悠斗 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 310.40
14201320005623 河村 匡宣 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 302.20
15201250022743 岡嶋 大空 ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｱ 300.49
16201530009943 根岸 宥景 ﾈｷﾞｼ ｳｷｮｳ 299.60
17201340017723 深見 啓太 ﾌｶﾐ ｹｲﾀ 295.44
18201610000343 南谷 花都 ﾐﾅﾐﾔ ﾊﾅﾄ 295.40
19201650001443 宮村 結斗 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳﾄ 293.44
20201830020453 村山 智哉 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾔ 289.60
21201630015143 川田 悠雅 ｶﾜﾀ ﾕｳｶﾞ 289.54
22201840011143 米村 虎之助 ﾖﾈﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 284.22
23201540016533 伊東 優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 283.10
24201330007353 坂口 一輝 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 274.20
25201610003143 加来 優生 ｶｸ ﾕｳｾｲ 273.14
26201460012033 川下 純平 ｶﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 268.69
27201510000333 岩井 哉人 ｲﾜｲ ｶﾅﾄ 267.10
28201640000133 石田 英杜 ｲｼﾀﾞ ｴｲﾄ 265.04
29201760000833 レジナ キルア ﾚｼﾞﾅ ｷﾙｱ 257.31
30201640001433 清水 柊舞 ｼﾐｽﾞ ﾄｳﾏ 254.78
31201610003043 加来 秀生 ｶｸ ｼｭｳｾｲ 253.92
32201730024543 野澤 拓晃 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 253.82
33201760008923 大野 洲 ｵｵﾉ ｼｭｳ 252.19
34201840010523 松野 太郎 ﾏﾂﾉ ﾀﾛｳ 251.60
35201730020623 佐藤 翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 247.90
36201460008733 北野 弘樹 ｷﾀﾉ ｺｳｷ 246.44
37201740002243 岩﨑 晃汰 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ 244.70
38201540006523 前川 卓也 ﾏｴｶﾜ ﾀｸﾔ 242.70
39201230012343 増田 吏玖 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ 235.30
40201740005023 安田 翔 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳ 224.10
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41201560003543 坂本 廉斗 ｻｶﾓﾄ ﾚﾝﾄ 219.70
42201450010053 芝田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 213.74
43201730001453 小山 和哉 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 212.30
44201640000323 小藤 健吾 ｺﾌｼﾞ ｹﾝｺﾞ 210.34
45201674007423 小澤 拓実 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 204.30
46201350007353 髙橋 輝 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 201.71
47201630014043 和田 大翔 ﾜﾀﾞ ﾔﾏﾄ 193.60
48201550011433 平井 里空 ﾋﾗｲ ﾘｸ 190.69
49201850002323 小森 裕哉 ｺﾓﾘ ﾕｳﾔ 177.47
50201760003743 岡本 大征 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 174.20
51201540005533 蒲田 笑人 ｶﾏﾀ ｼｮｳｼﾞﾝ 173.36
52201430047033 須永 陽翔 ｽﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 171.60
53201730008443 大座畑 空良 ｵｵｻﾞﾊﾀ ｿﾗ 170.50
54201860004123 藤澤 智貴 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 168.38
55201210003223 遠藤 博喜 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 168.10
56201650002223 野村 幸司 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 155.67
57201530004523 長岡 彬 ﾅｶﾞｵｶ ｱｷﾗ 155.40
58201840003843 野尻 智義 ﾉｼﾞﾘ ﾄﾓﾖｼ 150.58
59201850012343 加藤 桔平 ｶﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ 150.42
60201540009053 寺島 克行 ﾃﾗｼﾏ ｶﾂﾕｷ 150.00
61201810016823 林崎 太紀 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾀｲｷ 144.80
62201310009133 横田 貢城 ﾖｺﾀ ｺｳｷ 139.50
63200850009563 陶山 悠亮 ｽﾔﾏ ﾕｳｽｹ 139.14
64201830005643 吉田 輝樹 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｷ 134.50
65201730048943 太田 心 ｵｵﾀ ｼﾝ 132.80
66201874008223 清水 真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 127.20
67201840006823 稲垣 翔平 ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 125.13
68201660003143 小谷 海人 ｺﾀﾆ ｶｲﾄ 123.27
69201771005623 吉田 晃太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 119.70
70201740016143 坂口 立志 ｻｶｸﾞﾁ ﾊﾙﾕｷ 116.14
71201875000133 清水 柊兵 ｷﾖﾐｽﾞ ｼｭｳﾍｲ 115.17
72201830007043 清水 絆平 ｼﾐｽﾞ ｷｯﾍﾟｲ 112.90
73201840010863 後藤 真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ 112.43
74201620004543 枝松 一仁 ｴﾀﾞﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾄ 111.20
75201460015223 濱崎 浩成 ﾊﾏｻｷ ﾋﾛｼｹﾞ 108.07
76201440010223 嶋田 研太 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 106.10
77201830006923 石田 拓也 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 105.05
78201560029743 藤原 優樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 104.65
79201640000243 内潟 柊介 ｳﾁｶﾀ ｼｭｳｽｹ 103.83
80201874000723 田中 幹也 ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ 100.20
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81201660015743 丸山 逸之匠 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾁﾉｼﾝ 97.42
82201430052743 清田 堅心 ｷﾖﾀ ｹﾝｼﾝ 97.28
83201230029233 日暮 快 ﾋｸﾞﾚ ｶｲ 97.17
84201450013233 谷 勇磨 ﾀﾆ ﾕｳﾏ 96.96
85201110014133 田原 鳳舜 ﾀﾊﾗ ﾎｳｼｭﾝ 93.14
86201610013743 岩井 柊太 ｲﾜｲ ｼｭｳﾀ 92.01
87201760012343 前川 結羽 ﾏｴｶﾜ ﾕｳ 89.28
88201430017553 茂木 健太 ﾓｷﾞ ｹﾝﾀ 88.94
89201674007823 黒田 明弘 ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 87.54
90201840016323 小西 良毅 ｺﾆｼ ﾖｼﾉﾘ 87.49
91201430016653 江口 太河 ｴｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 87.40
92201773017423 本澤 実千成 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾐﾁﾅﾘ 86.19
93201820010223 星田 弘祐 ﾎｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 84.88
94201660016033 仲井 啓人 ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ 83.95
95201710006033 敦澤 夢叶 ﾂﾙｻﾜ ﾕｳﾄ 83.89
96201830052143 大木 風輝 ｵｵｷ ﾌｳｷ 82.60
97201730023653 茂木 智彦 ﾓﾃｷ ﾄﾓﾋｺ 82.40
98201840000843 三國 琳大 ﾐｸﾆ ﾘﾝﾄ 81.72
99201730017863 坂本 考平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 81.60
100201771003023 吉田 悠陽 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾋ 80.00
101201740001233 大橋 海斗 ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ 79.60
102201430015143 天野 晴太 ｱﾏﾉ ｾｲﾀ 79.16
103201730000423 吉田 伸泰 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 76.54
104200450035763 黒野 昌基 ｸﾛﾉ ﾏｻｷ 73.48
105201860022043 木村 悠斗 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 72.91
106201830017963 高田 武蔵 ﾀｶﾀﾞ ﾑｻｼ 69.49
107201673010323 伊藤 大樹 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 69.20
107201540011033 髙山 透 ﾀｶﾔﾏ ﾄｵﾙ 69.20
109201772004523 小柏 悠利 ｵｶﾞｼﾜ ﾕｳﾘ 65.55
110201110006533 高橋 虎太郎 ﾀｶﾊｼ ｺﾀﾛｳ 57.50
111201420010323 粟地 未来 ｱﾜﾁ ﾐﾗｲ 56.08
112201630011723 金子 悠太 ｶﾈｺ ﾕｳﾀ 55.20
113201630014223 榎本 遼太 ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 54.12
114201840018123 波多野 将摩 ﾊﾀﾉ ｼｮｳﾏ 53.12
115201810015823 橋本 康大 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 52.20
116201730060443 冨澤 瑞輝 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 51.10
117201730019263 上原 一成 ｳｴﾊﾗ ｲｯｾｲ 50.00
118201610003323 鈴木 洋亮 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 48.40
119201810005123 奥村 祐飛 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾄ 44.10
120201130013163 大山 靖 ｵｵﾔﾏ ﾔｽｼ 43.40
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121201660007943 河野 大芽 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 41.18
122201630010133 大豆生田 渉 ｵｵﾏﾒｳﾀﾞ ﾜﾀﾙ 41.10
123201840006223 日置 弘志 ﾋｵｷ ﾋﾛｼ 40.64
124201330000653 小堀 隆行 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 39.30
125201860007343 西澤 天進 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾝｼﾝ 38.84
126201876008333 藤原 圭吾 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｺﾞ 38.60
127201030017253 久保 英之 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 38.10
128201830023663 人見 亮 ﾋﾄﾐ ｱｷﾗ 35.81
129201830027223 吉岡 誠司 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ 35.02
130201874015523 大滝 和季 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 32.90
130201710016943 鈴木 旬 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 32.90
132201730020323 高橋 一磨 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 29.30
133201710008543 村上 叶真 ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ 27.80
134201530040543 加藤 楽久 ｶﾄｳ ｶﾞｸ 25.70
135201840010623 井上 陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 25.61
136201850006223 山内 和紀 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 24.83
137201730018923 長澤 優介 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 24.33
138201350008243 杉本 志功 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｺｳ 22.83
139201774004923 羽中田 憲佑 ﾊﾅｶﾀ ｹﾝｽｹ 22.60
140201540000953 金刺 大祐 ｶﾅｻﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 22.45
141201750014223 大地 俊平 ｵｵﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 22.24
141201650001353 小川 佑太 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 22.24
143201830000963 木本 達也 ｷﾓﾄ ﾀﾂﾔ 20.95
144201830044843 井口 和友 ｲﾉｸﾁ ﾜﾕ 20.80
145201630017663 花島 大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 20.50
146201630032343 柳原 凛来 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘﾝｸ 20.00
147201860006843 北山 博仁 ｷﾀﾔﾏ ﾊｸﾄ 19.23
148201640009363 奥田 和夫 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 18.35
149201710000843 工藤 昊 ｸﾄﾞｳ ｿﾗ 18.10
149201730016443 小沼 煌 ｺﾇﾏ ｷﾗ 18.10
151201550005153 田村 淳一 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 17.79
152201750000243 宮村 珀 ﾐﾔﾑﾗ ﾊｸ 16.15
153201710006243 伊藤 拓斗 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 16.10
154201660009323 小野田 瑛次 ｵﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 14.53
155201810004743 橋本 開人 ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾄ 13.60
156201840010723 星 宏樹 ﾎｼ ﾋﾛｷ 13.58
157201410012643 苫米地 愁 ﾄﾏﾍﾞﾁ ｼｭｳ 11.47
158201860000223 岡田 浩昇 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 11.34
159201630014663 岡本 信彦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 11.31
160201630032043 柳原 詩 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｳﾀ 10.71
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161201710000943 工藤 湘 ｸﾄﾞｳ ﾅｷﾞ 9.52
162201740003233 窪山 承大郎 ｸﾎﾞﾔﾏ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 8.33
163201530018843 加藤 漣 ｶﾄｳ ﾚﾝ 8.14
164201620004863 渡邉 祥祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ 6.64
165201840006723 斎藤 竜一 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 6.60
166201830055943 斎藤 竜馬 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 5.72
167201830044743 高瀬 夏 ﾀｶｾ ﾅﾂｷ 4.96
168201740004223 佐藤 健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 4.52
169201530016543 布施 聖斗 ﾌｾ ﾏｻﾄ 3.99
170201430047123 橋本 凌介 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 1.50

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

　　　　　　　　　5/5　ページ

http://www.tcpdf.org

