
  

2021/2022シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(HPクラス オープン男子)

（4月8日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1201460023543 嶋崎 珀 ｼﾏｻｷ ﾊｸ 413.00
2201760011743 浜田 多聞 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾓﾝ 357.77
3201740006343 古山 大志 ﾌﾙﾔﾏ ﾀｲｼ 353.24
4201950013343 村上 嵩桜 ﾑﾗｶﾐ ｼｵｳ 333.49
5201560030143 藤原 柊太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾀ 329.99
6201830011843 佐藤 孝汰郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 321.85
7201750026143 末次 悠真 ｽｴﾅﾐ ﾕｳﾏ 290.97
8202040014743 竹内 海叶 ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 282.22
9202010012423 菊地 龍那 ｷｸﾁ ﾀﾂﾅ 270.59
10202110004343 小杉 榮大 ｺｽｷﾞ ｴｲﾀﾞｲ 259.98
11201840013143 小林 悠真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾏ 257.01
12201630000263 関口 昌宏 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 238.33
13201550005443 伊藤 利凰 ｲﾄｳ ﾘｵ 236.83
14202030023643 飯泉 仁 ｲｲｽﾞﾐ ｼﾞﾝ 232.38
15201540015733 八田 登生 ﾊｯﾀ ﾄｵｲ 230.41
16202040005233 花田 地駿 ﾊﾅﾀﾞ ﾁﾊﾔ 218.98
17202030010133 清田 堅心 ｷﾖﾀ ｹﾝｼﾝ 216.80
18201840015943 鎌倉 空來 ｶﾏｸﾗ ｿﾗ 215.28
19201860005643 石崎 将樹 ｲｼｻﾞｷ ﾏｻｷ 212.22
20201630030943 うす井 一真 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏ 199.02
21200340028063 内藤 丈裕 ﾅｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 197.39
22201930019443 松井 凛太朗 ﾏﾂｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 193.42
23201530033323 奥山 聖也 ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ 192.28
24201540022043 柳澤 怜空 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 188.64
25202010012333 三森 太一 ﾐﾂﾓﾘ ﾀｲﾁ 177.50
26201330003163 樫村 一茂 ｶｼﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 167.82
27202160002823 荒平 澪生 ｱﾗﾋﾗ ﾚｲ 155.88
28201030019363 松岡 大輔 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 130.42
29202160008223 前田 大地 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 127.64
30201750026243 末次 涼雅 ｽｴﾅﾐ ﾘｮｳｶﾞ 124.40
31201740008443 遠山 太陽 ﾄｵﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 115.22
32201730058643 荒川 冬衣 ｱﾗｶﾜ ﾄｳｲ 104.86
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33201530016533 布施 聖斗 ﾌｾ ﾏｻﾄ 103.91
34201540000963 金刺 大祐 ｶﾅｻﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 95.56
35201850018343 松山 詩季 ﾏﾂﾔﾏ ｼｷ 93.79
36202150012463 大城 拓也 ｵｵｼﾛ ﾀｸﾔ 75.42
37201430060443 加藤 虎 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 73.33
38201710000943 工藤 湘 ｸﾄﾞｳ ﾅｷﾞ 72.80
39201930035243 鈴木 志侑 ｽｽﾞｷ ｼｭｳ 72.22
40199650098863 高橋 彰 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 65.28
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41201710000833 工藤 昊 ｸﾄﾞｳ ｿﾗ 64.60
42201830003343 石川 敬章 ｲｼｶﾜ ﾀｶｱｷ 62.21
43201950016543 渡邉 大睦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 59.60
44202076004023 レジナ キルア ﾚｼﾞﾅ ｷﾙｱ 58.38
45201530056663 岩澤 亮一 ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳｲﾁ 48.40
46201830014763 岡田 英世 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 46.40
47201860030743 嶋崎 玲 ｼﾏｻｷ ﾚｲ 43.90
48201620005033 新居 獅恩 ｱﾗｲ ｼｵﾝ 42.30
49201630000563 座間 陽一郎 ｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 40.60
50201830007043 清水 絆平 ｼﾐｽﾞ ｷｯﾍﾟｲ 39.33
51201430015133 天野 晴太 ｱﾏﾉ ｾｲﾀ 38.03
52201930035143 鈴木 利都 ｽｽﾞｷ ﾘﾂ 37.91
53201730024533 野澤 拓晃 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 36.21
54201830013743 高村 櫂冬 ﾀｶﾑﾗ ｶｲﾄ 33.34
55201830040843 山村 晴太 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙﾀ 24.50
56201650005263 長谷川 哲哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 20.80
57199630003263 田原 雅之 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 16.10
58202030026343 岡田 純一郎 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 11.47
59202130010163 永吉 国数 ﾅｶﾞﾖｼ ｸﾆｶｽﾞ 5.58
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