
  

2019/2020シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(SL+DUクラス 40+（旧シニア男子）男子)

（4月3日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1199560103363 杉山 弘幸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 180.31
2200030170463 仁村 和男 ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｵ 167.48
3200450035463 水上 秀樹 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 155.40
4199930094063 押見 正明 ｵｼﾐ ﾏｻｱｷ 145.66
5201230014963 小越 潤 ｵｺﾞｼ ｼﾞｭﾝ 133.94
6199330018863 渋井 将三 ｼﾌﾞｲ ｼｮｳｿﾞｳ 127.99
7199830278063 井野口 正 ｲﾉｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 125.71
8201730040563 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 124.18
9199850063463 氏原 吉隆 ｳｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 112.52
10199230072563 茂木 浩和 ﾓﾃｷ ﾋﾛｶｽﾞ 112.22
11200430045663 豊田 敬 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ 106.98
12199150020063 杉山 拓久 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾋｻ 103.83
13201530015263 平野 哲男 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 103.48
14200150022063 古田 隆司 ﾌﾙﾀ ﾀｶｼ 86.39
15200650017263 松浦 聡 ﾏﾂｳﾗ ｻﾄｼ 81.85
16200830002163 芝 俊幸 ｼﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 80.79
17201630016763 今村 貴法 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 79.47
18201230005863 小林 慎治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 78.62
19201850004663 仲田 信勝 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾌﾞｶﾂ 76.65
20200230189463 湯澤 一 ﾕｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 65.60
21201730015163 比留間 智 ﾋﾙﾏ ｻﾄｼ 65.44
22199930248863 渡會 那央 ﾜﾀﾗｲ ﾅｵ 65.10
23199950020763 戸本 篤 ﾄﾓﾄ ｱﾂｼ 63.28
24201150001363 若森 徹也 ﾜｶﾓﾘ ﾃﾂﾔ 62.02
25200950008763 森 雅生 ﾓﾘ ﾏｻｵ 60.32
26200950006463 渡辺 正夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｵ 58.94
27201230021363 久保 貴 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 58.40
28201540001963 川口 倫正 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾁﾏｻ 57.95
29201930026063 荒木 康幸 ｱﾗｷ ﾔｽﾕｷ 56.00
29199740097563 大居 健二 ｵｵｲ ｹﾝｼﾞ 56.00
29200020001063 岡山 伴樹 ｵｶﾔﾏ ﾄﾓｷ 56.00
29201850009463 中村 泰也 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾔ 56.00
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29200510001363 星賀 樹 ﾎｼｶﾞ ﾀﾂﾙ 56.00
34201650004663 藤田 恵介 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 55.83
35200950019363 村田 斉康 ﾑﾗﾀ ﾅﾘﾔｽ 55.07
36199250016763 田渕 幸治 ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｼﾞ 53.62
37200530096263 堀越 一洋 ﾎﾘｺｼ ｶｽﾞﾋﾛ 51.86
38199560019363 小幡 達也 ｵﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 50.96
38200240004563 中川 昌敏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 50.96
38199510050863 長縄 進一 ﾅｶﾞﾅﾜ ｼﾝｲﾁ 50.96

　　　　　　　　　2/3　ページ



  

2019/2020シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(SL+DUクラス 40+（旧シニア男子）男子)

（4月3日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

41201730000963 本間 雅人 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 50.95
42200560097063 絹川 貴俊 ｷﾇｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 48.23
42199540003263 山本 英治 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 48.23
42201710005963 吉田 智博 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 48.23
45199750065563 安部 貴広 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 46.69
46199660164263 川上 誉議 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 45.22
46199540085063 橋本 泰徳 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 45.22
48201250021863 柴山 雄次 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 44.80
49201840001463 中根 徹 ﾅｶﾈ ﾄｵﾙ 42.83
50201040000463 岡村 浩光 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ 41.72
51201030020463 篠木 幸一郎 ｼﾉｷﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 40.87
52200040112963 小松 秀和 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 39.83
53201930029463 大澤 康弘 ｵｵｻﾜ ﾔｽﾋﾛ 38.57
54199630030363 西澤 國一 ﾆｼｻﾞﾜ ｸﾆｶｽﾞ 36.54
55201740007363 土田 修一 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 33.46
56201730017663 中村 太 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾄｼ 32.54
57200730025763 白鳥 陽 ｼﾗﾄﾘ ｱｷﾗ 32.48
58199660137163 児島 正昭 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 30.73
59199550063263 斉藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 30.02
60201730026663 高永 俊介 ﾀｶﾅｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 29.61
61201860005363 三輪 忍 ﾐﾜ ｼﾉﾌﾞ 25.55
62200530125463 黒田 幸男 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷｵ 23.55
63200160002963 伊藤 進介 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 21.28
63200730000563 中根 均 ﾅｶﾈ ﾋﾄｼ 21.28
65201460015163 河村 晋哉 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝﾔ 19.46
66201440006863 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 17.99
67201540008663 喜多 誠 ｷﾀ ﾏｺﾄ 17.15
67201430019963 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 17.15
69200060117363 合田 和彦 ｺﾞｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 12.67
70201840022963 蛭田 晃博 ﾋﾙﾀ ｱｷﾋﾛ 9.94
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