
  

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 オープン男子)

（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

1201340011833 伊藤 康太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 331.90
2201260007263 長友 幸一 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｳｲﾁ 331.08
3201360002743 武川 慎 ﾀｹｶﾜ ｼﾝ 326.20
4199020014363 工藤 英昭 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ 319.00
5201360003753 大森 厚毅 ｵｵﾓﾘ ｱﾂｷ 311.18
6199830164463 奈良 泰伸 ﾅﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 306.20
7201820000723 櫻井 裕希 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 294.70
8201340008923 良川 健太 ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀ 287.64
9201060003463 済木 圭太 ｻｲｷ ｹｲﾀ 284.00
10199350012063 野田 義喜 ﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 278.10
11201250017033 兼松 直生 ｶﾈﾏﾂ ﾅｵｷ 271.00
12200140061163 米倉 大介 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 257.58
13201340008133 伊藤 天 ｲﾄｳ ﾃﾝ 248.27
14201871003523 石川 諒 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 240.30
15201350008233 杉本 志功 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｺｳ 236.05
16199340037263 井出 祐樹 ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 227.72
17201460003923 平井 駿也 ﾋﾗｲ ｼｭﾝﾔ 225.51
18201320008633 戸田 琉冬 ﾄﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 222.13
19201650006233 矢部 聖晴 ﾔﾍﾞ ｷﾖﾊﾙ 219.20
20201740012523 山内 利紀 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｷ 211.59
21201720006363 尾形 浩二 ｵｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 207.10
22201960017163 宇仁 隆太 ｳﾆ ﾘｭｳﾀ 202.49
23201920001123 高橋 知也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 202.00
24199710000163 湯川 賢二 ﾕｶﾜ ｹﾝｼﾞ 200.90
25200950009063 藤田 良秀 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 197.93
26199540033963 小林 弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾑ 197.29
27202050003223 真山 浩太朗 ﾏﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 195.67
28199240006363 河田 良夫 ｶﾜﾀ ﾖｼｵ 192.98
29201620007153 森 悠馬 ﾓﾘ ﾕｳﾏ 192.70
30201976003323 藤本 雅史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 192.50
31201260011923 山本 隼也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 180.50
32201040003853 源本 翔 ﾐﾅﾓﾄ ｼｮｳ 176.85
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33200150059963 浅野 智徳 ｱｻﾉ ﾄﾓﾉﾘ 170.92
34201420003533 清野 喜幹 ｾｲﾉ ﾖｼｷ 166.58
35200160111563 大西 武司 ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 165.17
36202010001133 住永 翔吾 ｽﾐﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 157.99
37200940003563 齋藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 155.40
38201750002923 小池 輝匠 ｺｲｹ ｷｼｮｳ 151.12
39201230002263 須藤 高太郎 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 141.30
40201530057653 山川 豊 ﾔﾏｶﾜ ﾕﾀｶ 138.40
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41200850000463 大谷 渉 ｵｵﾀﾆ ﾜﾀﾙ 136.39
42202050000323 西脇 海晴 ﾆｼﾜｷ ﾐﾊﾙ 135.70
43201730010763 原 剛志 ﾊﾗ ﾂﾖｼ 133.20
44199740097563 大居 健二 ｵｵｲ ｹﾝｼﾞ 131.88
45201310008153 山田 博貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 128.80
46199220029263 鎌田 雅弘 ｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 126.10
47201430007363 松本 拓己 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 125.13
48201560027443 松本 樹 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ 122.00
49198920008263 佐藤 重彦 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾋｺ 120.00
50200730081463 渡會 薫 ﾜﾀﾗｲ ｶｵﾙ 119.72
51199860046263 広瀬 隆行 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 119.22
52201430005063 角田 真吾 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 114.60
53201776001723 領家 響 ﾘｮｳｹ ｷｮｳ 112.40
54201540000743 山田 莉園 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾝ 111.60
55200630037763 三木 俊行 ﾐｷ ﾄｼﾕｷ 111.58
56200250063863 藤原 雄志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼ 109.10
57201530002363 藪野 達哉 ﾔﾌﾞﾉ ﾀﾂﾔ 105.68
58201120001623 佐藤 蓮 ｻﾄｳ ﾚﾝ 104.20
59201540011223 竹澤 拓海 ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 102.03
60202071002023 河村 祐一郎 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 100.00
61201460001233 山本 翔大 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 96.90
62202060004563 白石 祐司 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 96.51
63200850003363 土江 哲広 ﾂﾁｴ ﾃﾂﾋﾛ 93.30
63201550002863 横山 健 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 93.30
65201560000433 川邊 啓太 ｶﾜﾍﾞ ｹｲﾀ 92.93
66202071009023 入野 皓太 ｲﾘﾉ ｺｳﾀ 90.74
67202040009323 海老名 等 ｴﾋﾞﾅ ﾋﾄｼ 84.57
68201310003963 山本 恭央 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 84.20
69200350017963 平野 克典 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾉﾘ 83.50
70202073001923 岡村 大晃 ｵｶﾑﾗ ﾀｶｱｷ 83.30
71199560103363 杉山 弘幸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 82.79
72202076004723 川上 渓人 ｶﾜｶﾐ ｹｲﾄ 82.49

　　　　　　　　　3/7　ページ



 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

73201110004563 野尻 岳史 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ 80.00
74200130026763 市村 雄二 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 79.60
75202010008463 北山 直樹 ｷﾀﾔﾏ ﾅｵｷ 76.60
76201240007263 香山 行徳 ｶﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ 76.12
77201130025533 池上 大斗 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ 75.42
78200330045663 吹井 隆太 ﾌｷｲ ﾘｭｳﾀ 75.30
79200550019663 飯野 高洋 ｲｲﾉ ﾀｶﾋﾛ 74.00
80200040018363 西沢 聡一郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 73.83
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81200010010963 辻 浩一郎 ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 72.20
82201060004163 長尾 英智 ﾅｶﾞｵ ﾋﾃﾞﾄﾓ 72.03
83199440003963 胡桃 一也 ｸﾙﾐ ｶｽﾞﾔ 69.96
84199820035763 山本 耕志 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼ 69.50
85201930060963 渡部 亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 69.20
86201640019243 浅田 礼仁 ｱｻﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 66.70
86199310039663 上土 修司 ｳｴﾄﾞ ｼｭｳｼﾞ 66.70
88200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 65.59
89200940014033 長澤 聖 ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲ 64.00
89201720000163 村上 光祐 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾏｻ 64.00
91201610001163 岡崎 厚志 ｵｶｻﾞｷ ｱﾂｼ 59.50
92200060117363 合田 和彦 ｺﾞｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 58.91
93201940026223 伊藤 樹 ｲﾄｳ ﾀﾂｷ 58.54
94199930122563 木内 勇雄 ｷﾉｳﾁ ｲｻｵ 54.12
95199250016663 神谷 忠一 ｶﾐﾔ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 48.83
96200860014863 橋本 敏弘 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 43.80
97200950019363 村田 斉康 ﾑﾗﾀ ﾅﾘﾔｽ 42.89
98201650009663 大橋 健一 ｵｵﾊｼ ｹﾝｲﾁ 42.73
99200660028263 本多 卓也 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ 41.00
100201650005853 高橋 大悟 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｺﾞ 37.55
101200530125463 黒田 幸男 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷｵ 36.21
102202060008763 森 孝行 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 32.80
102201320000933 山田 大悟 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 32.80
102201450025643 若松 龍之介 ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ 32.80
105201430003623 吉田 泰知 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 30.40
106199730047863 真島 敬 ﾏｼﾏ ﾀｶｼ 30.00
107199530046163 岩本 行雄 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷｵ 29.31
108199830278063 井野口 正 ｲﾉｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 27.80
109201160009763 野見山 正浩 ﾉﾐﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 25.70
110199450010963 永谷 友英 ﾅｶﾞﾔ ﾄﾓﾋﾃﾞ 24.76
111201230042933 佐伯 怜志 ｻｴｷ ﾚｲｼ 24.50
112200160002963 伊藤 進介 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 22.40
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113201230004963 澤村 幸司 ｻﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 20.88
114200360010763 中山 栄二 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 20.80
115199460002363 大角 旭 ｵｵｽﾐ ｱｷﾗ 20.00
116201950012753 田尾 一朗 ﾀｵ ｲﾁﾛｳ 19.40
117201630019343 阿部 俵大 ｱﾍﾞ ﾋｮｳﾀ 18.10
117201960001253 河井 陽介 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 18.10
119201360020553 鶴田 崇 ﾂﾙﾀ ﾀｶｼ 18.00
120201730057043 村上 創太 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀ 16.50
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121201330001163 上杉 政弘 ｳｴｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 16.10
122201973021623 酒井 晃平 ｻｶｲ ｺｳﾍｲ 15.79
123202060006543 杉村 善史 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 15.25
124201950011063 鈴木 崇弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 15.15
125200750035163 神間 渉 ｶﾝﾏ ﾜﾀﾙ 14.31
126200950006563 鈴木 悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 14.20
127200760040263 前川 聡史 ﾏｴｶﾜ ｻﾄｼ 12.81
127201640017123 森嶋 亮太 ﾓﾘｼﾏ ﾘｮｳﾀ 12.81
129201310014523 平野 颯大 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 11.47
130199560039863 吉村 博知 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾛﾄﾓ 10.71
131202030005643 奥田 蓮兜 ｵｸﾀﾞ ﾚﾝﾄ 7.01
132200250033963 福永 悟史 ﾌｸﾅｶﾞ ｻﾄｼ 5.72
133201840005443 若林 絃太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 4.96
134201050024263 米山 力 ﾖﾈﾔﾏ ﾁｶﾗ 4.25
135199450044363 松井 孝仁 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾄ 2.99
136201450025743 若松 虎次郎 ﾜｶﾏﾂ ｺｼﾞﾛｳ 1.94
137199650076863 浅田 順 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 1.50
137200950026663 梅田 徹郎 ｳﾒﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 1.50
137201550003423 北村 大樹 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ 1.50
137201650019243 古畑 元士 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾞﾝｼﾞ 1.50
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