
  

2020/2021シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(SX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

1202020000123 中村 貴大 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 335.60
2201530044333 櫻井 虹太 ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 333.30
3202050005923 手賀 堅丈 ﾃｶﾞ ｹﾝｼﾞｮｳ 312.88
4201920004633 塚原 悠翔 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 310.50
5202030010133 清田 堅心 ｷﾖﾀ ｹﾝｼﾝ 298.00
6201360024533 西川 士温 ﾆｼｶﾜ ｼｵﾝ 286.40
7201830005833 郡司 桜太 ｸﾞﾝｼﾞ ｵｳﾀ 286.20
8201720002133 柴田 理人 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾋﾄ 281.50
9202073006223 会田 晃生 ｱｲﾀﾞ ｺｳｾｲ 264.30
10201420008933 三浦 千慧 ﾐｳﾗ ﾁｻﾄ 261.00
11201840004463 野中 浩 ﾉﾅｶ ﾋﾛｼ 249.90
12202060005453 横木 將人 ﾖｺｷﾞ ﾏｻﾋﾄ 247.80
13201620002123 高橋 信人 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾄ 237.60
14200010037763 大橋 俊明 ｵｵﾊｼ ﾄｼｱｷ 237.40
15202074006923 川又 大悟 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 222.00
16201740004423 土田 真慶 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 214.90
17201930018823 鈴木 大輝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 210.10
18202071001223 川村 隼佑 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 208.60
19201830004923 前畑 彰洋 ﾏｴﾊﾀ ｱｷﾋﾛ 207.80
20201310003063 北嶋 慎司 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 203.00
21201730032153 原沢 中 ﾊﾗｻﾜ ｱﾀﾙ 201.70
22200730028763 平石 貴之 ﾋﾗｲｼ ﾀｶﾕｷ 191.40
23201640001553 大前 聡史 ｵｵﾏｴ ｻﾄｼ 187.70
24200710002363 豊田 健太 ﾄﾖﾀ ｹﾝﾀ 187.40
25200820007563 横倉 斉 ﾖｺｸﾗ ﾋﾄｼ 184.70
26201940012533 平澤 志穏 ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ 179.90
27201960011963 小寺 雅行 ｺﾃﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 176.50
28201350008163 奈良尾 武 ﾅﾗｵ ﾀｹｼ 174.60
29202040008733 松田 太陽 ﾏﾂﾀ ﾀｲﾖｳ 174.00
30202073008423 小鍜冶 燈 ｺｶｼﾞ ﾋｶﾙ 172.20
31199960051363 立林 淳 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 171.70
32201230014663 星山 泰誠 ﾎｼﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 166.40
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33201450022523 浅井 英章 ｱｻｲ ﾋﾃﾞｱｷ 161.50
34200450014763 大西 浩士 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ 157.20
35201530006463 青田 知士 ｱｵﾀ ｻﾄｼ 154.40
36202030008523 小鍜冶 航 ｺｶｼﾞ ﾜﾀﾙ 152.70
37200020017163 近内 和生 ｺﾝﾅｲ ｶｽﾞｵ 150.30
38201876009723 青柳 翔太 ｱｵﾔｷﾞ ｼｮｳﾀ 143.90
39200630005663 杉本 英二 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ 142.50
40201550005863 小口 雅裕 ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 137.70
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41199950025863 久村 崇規 ﾋｻﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 136.90
42201450006063 高山 治久 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 136.10
43201360001233 畑間 響 ﾊﾀﾏ ﾋﾋﾞｷ 135.90
44201930028263 朝日 健司 ｱｻﾋ ｹﾝｼﾞ 131.80
45201430004963 小林 一誠 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 129.60
46199840116363 小尾 圭司 ｵﾋﾞ ｹｲｼﾞ 129.50
47201130026663 名木 穂高 ﾅｷﾞ ﾎﾀｶ 128.60
48201460007323 槇枝 大地 ﾏｷｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 118.70
49201760013463 北川 俊郎 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾛｳ 118.00
50201672000323 鴫原 毅 ｼｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 113.10
51202060001623 栗栖 渉 ｸﾘｽ ﾜﾀﾙ 112.90
52200330103663 柳 勝也 ﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾔ 108.70
53201973002823 立野 智大 ﾀﾃﾉ ﾄﾓﾋﾛ 105.22
54202050003533 山﨑 涼介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 103.30
55202073007823 江澤 郁哉 ｴｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 97.90
56201250008353 篠原 修平 ｼﾉﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 97.40
57201610014733 稲村 潤己 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 93.00
58200410004263 宇佐見 透 ｳｻﾐ ﾄｵﾙ 80.00
59200210002363 原田 裕太 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 76.60
59201740012523 山内 利紀 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｷ 76.60
61200310026663 前田 健 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ 72.20
62201930003563 田鎖 法史 ﾀｸﾞｻﾘ ﾉﾘｱｷ 70.10
63201310011563 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 69.50
64201920001953 杉浦 祐治 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｼﾞ 43.60
65200050059963 稲熊 敬之 ｲﾅｸﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 40.00
65201850003423 三宅 隼 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝ 40.00
67201630062823 久保 大成 ｸﾎﾞ ﾀｲｾｲ 38.80
68201630017663 花島 大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 37.50
68201360019153 山崎 脩平 ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾍｲ 37.50
70200430117963 押谷 量平 ｵｼﾔ ﾘｮｳﾍｲ 34.02
71200360071163 五十嵐 隆晴 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾊﾙ 32.90
72200430029663 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ 30.40
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72201360039433 藤田 温哉 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾔ 30.40
72200760021063 森川 由章 ﾓﾘｶﾜ ﾖｼｱｷ 30.40
75201840005163 田中 徹也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ 30.00
75201740011263 早川 健太 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾀ 30.00
77202040013853 冠 優一 ｶﾝﾑﾘ ﾕｳｲﾁ 27.97
78201630014663 岡本 信彦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 24.50
79199830243863 市浦 修 ｲﾁｳﾗ ｵｻﾑ 19.40
79201750019223 酒井 遥夢 ｻｶｲ ﾊﾙﾑ 19.40
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79201130026963 古館 潔 ﾌﾙﾀﾁ ｷﾖｼ 19.40
79201030074263 矢頭 俊英 ﾔﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 19.40
83201030028263 秋谷 壮一 ｱｷﾔ ｿｳｲﾁ 16.50
84202060002553 小野田 瑛次 ｵﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 13.60
84201730000423 中瀨 伸泰 ﾅｶｾ ﾉﾌﾞﾔｽ 13.60
86202040006723 齋藤 優 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 11.47
87201830022723 市川 貴仁 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾄ 9.52
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