
  

2020/2021シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(GS+SGクラス 50+男子)

（4月16日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1199560019363 小幡 達也 ｵﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 199.29
2201520003963 儀同 孝之 ｷﾞﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 189.70
3200950019363 村田 斉康 ﾑﾗﾀ ﾅﾘﾔｽ 187.95
4200676012063 木下 功 ｷﾉｼﾀ ｺｳ 176.33
5200910001563 木賊 憲彦 ﾄｸｻ ﾉﾘﾋｺ 171.71
6199260030263 鈴木 章浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 170.79
7199460002363 大角 旭 ｵｵｽﾐ ｱｷﾗ 163.31
8201840001463 中根 徹 ﾅｶﾈ ﾄｵﾙ 158.48
9199240010363 酒井 秀也 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾔ 152.67
10199150020063 杉山 拓久 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾋｻ 147.28
11201260002663 井形 幸二 ｲｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 143.71
12200230189463 湯澤 一 ﾕｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 142.10
13201730000963 本間 雅人 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 120.82
14201140003563 石田 泉 ｲｼﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 115.36
15201030020463 篠木 幸一郎 ｼﾉｷﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 112.85
16199960018363 八木 勝嗣 ﾔｷﾞ ｶﾂｼ 112.42
17199160013863 細野 章人 ﾎｿﾉ ｱｷﾋﾄ 108.22
18200260050963 浅井 淳一 ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 107.80
19200950006563 鈴木 悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 104.72
20201820000163 高橋 光昭 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｱｷ 104.37
21201530014163 小山 博 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 103.11
22200530125463 黒田 幸男 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷｵ 97.72
23199930122563 木内 勇雄 ｷﾉｳﾁ ｲｻｵ 95.69
24201530015263 平野 哲男 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 93.24
25201840014863 榑沼 崇 ｸﾚﾇﾏ ﾀｶｼ 90.59
26199560014163 車田 真弘 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾏﾋﾛ 89.25
27199640063463 新井 聡 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 85.96
28201850009463 中村 泰也 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾔ 84.63
29200250002963 田中 順一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 82.04
30200460097863 政木 浩一 ﾏｻｷ ｺｳｲﾁ 79.73
31200950008763 森 雅生 ﾓﾘ ﾏｻｵ 70.63
32202030003263 坂崎 吉視 ｻｶｻﾞｷ ﾖｼﾐ 67.27
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33199860180263 山本 美樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ 57.33
34199910005463 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 50.96
35201650004663 藤田 恵介 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 49.70
36200420006363 相原 正則 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 48.23
36199010011563 貝沼 栄人 ｶｲﾇﾏ ｴｲﾄ 48.23
36199440028663 鈴木 忠司 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 48.23
39199710045663 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 47.67
40200010051263 吉田 雅彦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 45.22
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41201930029063 冨松 浩一 ﾄﾐﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 44.38
42201610003263 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 41.72
43199450010963 永谷 友英 ﾅｶﾞﾔ ﾄﾓﾋﾃﾞ 40.88
44201730017663 中村 太 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾄｼ 40.25
45201440007863 山本 博文 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾌﾞﾐ 39.83
46200940014963 坂本 秀 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳ 35.63
47199960048063 本城 卓 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 33.46
48199760028963 草川 孝博 ｸｻｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 32.97
49199760087763 田中 悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 22.61
50199640113663 加藤 昌史 ｶﾄｳ ﾏｻｼ 21.28
51200560015163 畑 喜憲 ﾊﾀ ﾖｼﾉﾘ 19.46
51201330049763 早津 和広 ﾊﾔﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 19.46
53199560106563 鍵本 学 ｶｷﾞﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 17.15
54199630242963 柄沢 浩章 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｱｷ 15.82
55198960003063 石野 秀和 ｲｼﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 13.58
55199660131963 山村 一弘 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 13.58
57200060204763 庭野 智 ﾆﾜﾉ ｻﾄｼ 12.67
58201850002563 西脇 博之 ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 11.27
59199450003363 中山 幹啓 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷﾋﾛ 9.94
60201550002263 光田 直幸 ﾐﾂﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 8.03
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