
  

2018/2019シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(HPクラス 女子)

（4月12日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201160025844 梨木 心礼 ﾅｼｷ ﾐﾚｲ 212.21
2201440000244 黒沢 真紘 ｸﾛｻﾜ ﾏﾋﾛ 180.84
3201030010454 伊藤 仁美 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 174.41
4201810005944 北村 葉月 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ 170.00
5201660003944 川原 凜珠 ｶﾜﾊﾗ ﾘｼﾞｭ 162.75
6201430012044 稲葉 美琴 ｲﾅﾊﾞ ﾐｺﾄ 162.00
7201560030244 藤原 美桜 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｵ 156.82
8201640004744 上村 海音 ｶﾐﾑﾗ ﾐｵﾝ 144.02
9201840002934 井村 希空 ｲﾑﾗ ﾉｱ 137.80
10201771003224 後藤 日菜子 ｺﾞﾄｳ ﾋﾅｺ 135.16
11201430013764 田原 由美子 ﾀﾊﾗ ﾕﾐｺ 124.27
12201460043644 芝田 菜々子 ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅｺ 121.70
13201140009264 村上 深雪 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ 120.95
14201730019664 茂木 めぐみ ﾓｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 120.76
15201440026444 遠山 苺 ﾄｵﾔﾏ ｲﾁｺﾞ 116.70
16201850002044 大橋 空奈 ｵｵﾊｼ ｿﾗﾅ 112.20
17201740002624 水口 結貴 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 109.01
18201640014544 八田 小春 ﾊｯﾀ ｺﾊﾙ 98.91
19201540007364 葛生 千恵 ｸｽﾞｳ ﾁｴ 92.98
20201430042264 森 政子 ﾓﾘ ﾏｻｺ 89.84
21201760002064 村上 玲奈 ﾑﾗｶﾐ ﾚｲﾅ 87.92
22201840012444 山崎 月 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂｷ 81.20
22201830031064 與田 亜希子 ﾖﾀﾞ ｱｷｺ 81.20
24201730027724 竹内 有莉 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾘ 77.00
25201530017564 成田 圭子 ﾅﾘﾀ ｹｲｺ 73.60
26201230042664 齊藤 さや香 ｻｲﾄｳ ｻﾔｶ 73.13
27201530017144 鈴木 碧海 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 73.01
28201530015864 佐藤 めぐみ ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 66.00
29201830021924 中村 弥栄子 ﾅｶﾑﾗ ﾔｴｺ 63.20
30201030032364 釼持 千春 ｹﾝﾓﾂ ﾁﾊﾙ 60.60
31201550006854 森本 郁美 ﾓﾘﾓﾄ ｲｸﾐ 58.73
32201874008424 谷村 奈巳 ﾀﾆﾑﾗ ﾅﾐ 50.40
33201460014354 青木 朋美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 50.26
34201640004944 鍛治 茉音 ｶｼﾞ ﾏﾉﾝ 48.05
35201660018244 清水 さら ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 42.82
36200950015164 玉田 七七重 ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾅｴ 39.52
37201840013244 岡本 優花 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｶ 27.30
38201840015244 新保 楓子 ｼﾝﾎﾞ ﾌｳｺ 25.55
39201730021244 及川 侑生來 ｵｲｶﾜ ｳｲﾅ 24.36
39200930073064 野口 直美 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 24.36
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41201740018344 大倉 夕奈 ｵｵｸﾗ ﾕﾅ 23.94
42201830043264 松田 美樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷ 22.19
43201330015864 稲福 祐子 ｲﾅﾌｸ ﾕｳｺ 20.55
44201774005624 佐々木 日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 20.30
45201430051464 高田 秀子 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 19.95
46201830001524 池田 あかね ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 15.70
47201760005724 宗本 明日花 ﾑﾈﾓﾄ ｱｽｶ 13.72
48201830018644 秦 麗奈 ﾊﾀ ﾚｲﾅ 12.16
49201740006254 田中 明里 ﾀﾅｶ ｱｶﾘ 11.29
50201830016424 古川 美月 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾂﾞｷ 10.36
51201640007254 早川 香織 ﾊﾔｶﾜ ｶｵﾘ 9.50
52201530012654 吉田 知世 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾖ 9.19
53200230173264 福井 紫乃 ﾌｸｲ ｼﾉ 4.68
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