
  

2018/2019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

1201450024544 森井 姫明麗 ﾓﾘｲ ｷｱﾗ 234.30
2201260019334 原 優希乃 ﾊﾗ ﾕｷﾉ 232.37
3201510009334 和田 麗音 ﾜﾀﾞ ﾚｲﾝ 195.14
4201660003244 小谷 結衣 ｺﾀﾆ ﾕｲ 190.62
5201250000824 田中 佑奈 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 175.65
6201620004744 枝松 千優 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾁﾋﾛ 169.40
7201840016224 半田 彩愛良 ﾊﾝﾀﾞ ｻｱﾗ 157.66
8201560006134 北野 潤夏 ｷﾀﾉ ﾋﾛｶ 153.91
9201750018444 榊原 心菜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｺﾅ 153.82
10201230022444 吉田 蓮生 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾐ 151.00
11201710016644 宍戸 花珀 ｼｼﾄﾞ ﾅﾉﾊ 143.50
12201460014354 青木 朋美 ｱｵｷ ﾄﾓﾐ 137.36
13201850014944 佐野 心美 ｻﾉ ｺｺﾐ 133.80
14201560004554 西岡 鮎子 ﾆｼｵｶ ｱﾕｺ 131.67
15201840011944 加藤 瑚羽紅 ｶﾄｳ ｺﾊｸ 124.54
16201750003044 岡野 眞空 ｵｶﾉ ﾏｿﾗ 122.67
17201730008544 大座畑 琳心 ｵｵｻﾞﾊﾀ ﾘｺ 116.99
18201760012444 前川 咲彩 ﾏｴｶﾜ ｻﾔ 111.11
19201840012044 加藤 陽乃花 ｶﾄｳ ﾋﾉｶ 108.27
20201571005624 加藤 愛永 ｶﾄｳ ﾏﾅｴ 108.20
21201650022144 深田 茉莉 ﾌｶﾀﾞ ﾏﾘ 106.49
22201840012144 加藤 衣麻里 ｶﾄｳ ｲﾏﾘ 102.88
23201760005124 服部 柚香 ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞｶ 100.47
24201660020444 田中 楓 ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 98.15
25201730020024 石川 千夏 ｲｼｶﾜ ﾁﾅﾂ 98.00
26201873007424 竹 春乃 ﾀｹ ﾊﾙﾉ 97.80
27201640009044 内海 煌莉 ｳﾂﾐ ｷﾗﾘ 94.50
28201810011344 前田 彩絢 ﾏｴﾀﾞ ｻｱﾔ 90.90
29201550014944 岡戸 璃音 ｵｶﾄﾞ ﾘｵﾝ 86.09
30201720001444 西條 果恋 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾚﾝ 82.18
30201630043144 * 中川 綾乃 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ
31201774005624 佐々木 日和 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 80.50
32201520004544 渡邉 晴名 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 77.56
33201830001524 池田 あかね ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 71.65
34201560002044 河野 柑奈 ｺｳﾉ ｶﾝﾅ 70.30
35201840021044 伊東 紅葉 ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 60.28
36201860009324 森脇 愛美 ﾓﾘﾜｷ ｱｲﾐ 58.68
37201710002024 佐藤 友里乃 ｻﾄｳ ﾕﾘﾉ 57.80
38201760003844 久岡 花梨 ﾋｻｵｶ ｶﾘﾝ 49.47
39201850014044 榊原 仁菜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾆｲﾅ 48.82
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40201730021054 吉田 詩織 ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ 36.50
41201440009054 山本 由衣 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲ 30.42
42201840015744 鈴木 萌々 ｽｽﾞｷ ﾓﾓ 30.10
43201830016054 高橋 鈴香 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾞｶ 29.70
44201550014844 岡戸 里々愛 ｵｶﾄﾞ ﾘﾘｱ 27.30
45201860004424 宮本 このは ﾐﾔﾓﾄ ｺﾉﾊ 25.11
46201560022044 本田 七海 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 22.19
47201560022444 本田 依亜 ﾎﾝﾀﾞ ｴｱ 19.95
48201840000464 奧田 恵理子 ｵｸﾀﾞ ｴﾘｺ 11.11
49201630017464 花島 良子 ﾊﾅｼﾏ ﾘｮｳｺ 9.35
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