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上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201210011233 村中 虹介 ﾑﾗﾅｶ ｺｳｽｹ 445.28
2201750018533 深田 渚 ﾌｶﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 413.70
3201410004433 石本 眞那斗 ｲｼﾓﾄ ﾏﾅﾄ 384.00
4201730008443 大座畑 空良 ｵｵｻﾞﾊﾀ ｿﾗ 383.38
5201860022043 木村 悠斗 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 346.10
6201830044843 井口 和友 ｲﾉｸﾁ ﾜﾕ 302.30
6201530016543 * 布施 聖斗 ﾌｾ ﾏｻﾄ
7202076004023 レジナ キルア ﾚｼﾞﾅ ｷﾙｱ 298.30
8201710016943 鈴木 旬 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 297.30
9201460012033 川下 純平 ｶﾜｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 294.60
10201520004143 奥山 賢汰郎 ｵｸﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 293.20
11201510002943 今野 颯心 ｺﾝﾉ ﾘｭｳｼﾝ 290.50
12201710008533 村上 叶真 ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ 290.20
13201830005633 吉田 輝樹 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｷ 286.90
14201660003143 小谷 海人 ｺﾀﾆ ｶｲﾄ 283.20
15201730001033 田尻 夕夏 ﾀｼﾞﾘ ｾﾅ 276.70
16201710006443 大越 凪 ｵｵｺｼ ﾅｷﾞﾙ 275.60
17201850014433 伊藤 晴夏 ｲﾄｳ ｾﾅ 272.50
18201710020143 松岡 聖梛 ﾏﾂｵｶ ｾﾅ 261.70
19201760003743 岡本 大征 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 259.10
20201810004743 橋本 開人 ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾄ 256.60
21202074012823 蒲田 笑人 ｶﾏﾀ ｼｮｳｼﾞﾝ 251.44
22202074002223 伊東 優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 248.70
23201450016533 岡戸 琉晴 ｵｶﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 245.90
24201630015133 川田 悠雅 ｶﾜﾀ ﾕｳｶﾞ 241.80
25201840015633 灰野 寧緒 ﾊｲﾉ ﾈｵ 241.20
26201410012643 苫米地 愁 ﾄﾏﾍﾞﾁ ｼｭｳ 216.50
27201750000243 宮村 珀 ﾐﾔﾑﾗ ﾊｸ 216.38
28201230012333 増田 吏玖 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ 212.30
29201840000843 三國 琳大 ﾐｸﾆ ﾘﾝﾄ 207.80
30201710006033 敦澤 夢叶 ﾂﾙｻﾜ ﾕｳﾄ 207.10
31202071002633 山本 優樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 206.10
32201910015743 古市 悠翔 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳﾄ 193.53
33201730016443 小沼 煌 ｺﾇﾏ ｷﾗ 192.23
34201630015643 蓮 琥海 ﾊｽ ｺｳｶﾞ 182.60
35201810020233 遠藤 藍琉 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾙ 172.40
36201660015743 丸山 逸之匠 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾁﾉｼﾝ 170.70
37201874000723 田中 幹也 ﾀﾅｶ ﾐｷﾔ 167.80
38202040010833 渡辺 六斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸﾄ 164.90
39201540009053 寺島 克行 ﾃﾗｼﾏ ｶﾂﾕｷ 164.30
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40202050003043 北山 博仁 ｷﾀﾔﾏ ﾊｸﾄ 163.30
41201450013233 谷 勇磨 ﾀﾆ ﾕｳﾏ 163.10
42202040017143 北沢 遥 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳ 162.33
43201430015133 天野 晴太 ｱﾏﾉ ｾｲﾀ 155.90
44201860007343 西澤 天進 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾝｼﾝ 154.30
45201610003733 前田 佳蔵 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 153.40
46201840021443 横沢 豪大 ﾖｺｻﾜ ｺﾞｳﾀﾞｲ 151.52
47201830007043 清水 絆平 ｼﾐｽﾞ ｷｯﾍﾟｲ 149.10
48201430060443 加藤 虎 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 147.20
49202040008843 灰野 莉叶 ﾊｲﾉ ﾘﾄ 131.77
50201960016243 薗田 航 ｿﾉﾀﾞ ｺｳ 130.68
51201974017523 古橋 嵐 ﾌﾙﾊｼ ﾗﾝ 128.70
52201840015943 鎌倉 空來 ｶﾏｸﾗ ｿﾗ 127.00
53201620004543 枝松 一仁 ｴﾀﾞﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾄ 124.20
54201530018843 加藤 漣 ｶﾄｳ ﾚﾝ 114.00
55201910000533 上原 勘久郎 ｳｴﾊﾗ ｶﾝｸﾛｳ 112.40
56201510009243 阿部 恭市郎 ｱﾍﾞ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 109.70
57201710006343 水上 滉太 ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ 109.30
58202074005623 五十嵐 匠 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾙ 104.70
59201530040543 加藤 楽久 ｶﾄｳ ｶﾞｸ 103.53
60201830023043 荒井 遥翔 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 103.20
61201950016543 渡邉 大睦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 102.40
62201950001343 長羅 丈晄 ﾅｶﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 93.31
63201940015243 木本 輝生 ｷﾓﾄ ｷｵ 92.20
64201875000123 清水 柊兵 ｷﾖﾐｽﾞ ｼｭｳﾍｲ 91.00
65201971001023 田原 鳳舜 ﾀﾊﾗ ﾎｳｼｭﾝ 90.50
66202071007923 小山 拓哉 ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 88.70
67201660007943 河野 大芽 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 87.70
68201810004643 上 心哲 ｶﾐ ｺﾃﾂ 79.82
69201850012343 加藤 桔平 ｶﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ 76.30
70202040010323 黒田 明弘 ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 72.30
71201860032243 中村 奏翔 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 67.03
72202010001043 萬藤 隆真 ﾏﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾏ 66.70
73201840005343 柳 紘心 ﾔﾅｷﾞ ｺｺﾛ 65.86
74201140013863 中田 圭吾 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｺﾞ 63.40
75201720013933 田崎 隼 ﾀｻｷ ｼｭﾝ 57.50
75202010002223 安田 翔 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳ 57.50
77201960015043 中川 阿未来 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾐﾗ 55.80
78201930024633 小島 凜 ｺｼﾞﾏ ﾘﾝ 53.91
79201640000233 内潟 柊介 ｳﾁｶﾀ ｼｭｳｽｹ 53.36
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80201630032043 柳原 詩 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｳﾀ 53.20
81201840006253 日置 弘志 ﾋｵｷ ﾋﾛｼ 52.24
82202040005833 池上 将輝 ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳｷ 52.20
83202074008123 山本 洸樹 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 49.80
84202010012943 尾村 來哉 ｵﾑﾗ ﾗｲﾔ 48.23
85201730024533 野澤 拓晃 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 45.40
86201810016443 領毛 光騎 ﾘｮｳｹ ﾐﾂﾞｷ 45.22
87202010012743 尾村 律哉 ｵﾑﾗ ﾘﾁﾔ 41.72
88201910015843 宍戸 太珀 ｼｼﾄﾞ ﾀｸ 39.83
89201771005623 吉田 晃太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 38.10
90201810020343 日野澤 瑠 ﾋﾉｻﾜ ﾙｲ 35.63
91202010003843 綿谷 玖生心 ﾜﾀﾔ ｸｳﾄ 34.09
92201750014043 田中 奏多 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 33.46
93201730067533 平澤 葦行 ﾋﾗｻﾜ ｲｱﾝ 28.00
94201530042943 富田 利玖 ﾄﾐﾀ ﾘｸ 24.10
95201930048143 仙石 禮海 ｾﾝｺﾞｸ ﾗｲｶ 21.28
96201930056243 内藤 瑠唯 ﾅｲﾄｳ ﾙｲ 18.10
97201930046143 八重幡 勇世 ﾔｴﾊﾀ ﾕｳｾｲ 17.15
98201930056043 一ノ瀬 海渡 ｲﾁﾉｾ ｶｲﾄ 16.50
99201930034643 大塚 颯斗 ｵｵﾂｶ ﾊﾔﾄ 15.82
100201730058643 荒川 冬衣 ｱﾗｶﾜ ﾄｳｲ 14.31
101202030026243 中庭 加楓 ﾅｶﾆﾜ ｶｴﾃﾞ 13.58
102201730065343 関塚 陸斗 ｾｷﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 7.01
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