
  

2021/2022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

1202071001223 川村 隼佑 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 399.09
2201920004633 塚原 悠翔 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 396.18
3202030010133 清田 堅心 ｷﾖﾀ ｹﾝｼﾝ 366.00
4201720002133 柴田 理人 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾋﾄ 357.18
5201720010533 藤田 波瑠 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙ 356.09
6202050005923 手賀 堅丈 ﾃｶﾞ ｹﾝｼﾞｮｳ 338.77
7202074006923 川又 大悟 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 335.87
8201830029133 難波 空良 ﾅﾝﾊﾞ ｿﾗ 330.18
9202060005453 横木 將人 ﾖｺｷﾞ ﾏｻﾋﾄ 310.45
10202073006223 会田 晃生 ｱｲﾀﾞ ｺｳｾｲ 307.37
11200330066263 黒田 英之 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 301.35
12201730032153 原沢 中 ﾊﾗｻﾜ ｱﾀﾙ 294.45
13201230014663 星山 泰誠 ﾎｼﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 288.72
14201830004923 前畑 彰洋 ﾏｴﾊﾀ ｱｷﾋﾛ 278.83
15201360001233 畑間 響 ﾊﾀﾏ ﾋﾋﾞｷ 278.40
16200010037763 大橋 俊明 ｵｵﾊｼ ﾄｼｱｷ 275.70
17202173006323 加藤 駿 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 272.77
18202173004623 郡司 桜太 ｸﾞﾝｼﾞ ｵｳﾀ 267.58
19201530006463 青田 知士 ｱｵﾀ ｻﾄｼ 267.26
20201310003063 北嶋 慎司 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 267.12
21201550005863 小口 雅裕 ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 267.08
22201960011963 小寺 雅行 ｺﾃﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 263.92
23201420008933 三浦 千慧 ﾐｳﾗ ﾁｻﾄ 262.60
24199960051363 立林 淳 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 249.47
25202130008953 長岡 翼 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｽｸ 249.18
26201560017533 沖嶋 奏汰 ｵｷｼﾏ ｿｳﾀ 241.20
27199950025863 久村 崇規 ﾋｻﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 240.15
28200410026463 菊田 光司郎 ｷｸﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 229.00
29202140005963 三ツ井 勇介 ﾐﾂｲ ﾕｳｽｹ 228.00
30202050003533 山﨑 涼介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 225.08
31200820007563 横倉 斉 ﾖｺｸﾗ ﾋﾄｼ 225.00
32202140001133 室 竜矢 ﾑﾛ ﾀﾂﾔ 218.49
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33201660016023 仲井 啓人 ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ 216.70
34201450022553 浅井 英章 ｱｻｲ ﾋﾃﾞｱｷ 204.51
35200450014763 大西 浩士 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ 204.20
36200710002363 豊田 健太 ﾄﾖﾀ ｹﾝﾀ 203.47
37202160013653 今村 雅徳 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 203.00
38201840008133 山田 悠太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 198.44
39201430004963 小林 一誠 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 196.78
40201450006063 高山 治久 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 194.48
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41201740004423 土田 真慶 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 189.20
42200630005663 杉本 英二 ｽｷﾞﾓﾄ ｴｲｼﾞ 186.87
43202130001523 堀越 貴洋 ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾋﾛ 186.35
44201130058463 田澤 俊幸 ﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 173.78
45202130025363 朝日 健司 ｱｻﾋ ｹﾝｼﾞ 171.67
46199830243863 市浦 修 ｲﾁｳﾗ ｵｻﾑ 169.03
47200210002363 原田 裕太 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 167.50
48200310026663 前田 健 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ 159.90
49201760013463 北川 俊郎 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾛｳ 158.29
50202130014463 小坂 靖明 ｺｻｶ ﾔｽｱｷ 157.68
51200730028763 平石 貴之 ﾋﾗｲｼ ﾀｶﾕｷ 153.78
52200330103663 柳 勝也 ﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾔ 150.07
53202150000563 綾木 太一 ｱﾔｷ ﾀｲﾁ 145.70
54202130006523 立野 智大 ﾀﾃﾉ ﾄﾓﾋﾛ 142.50
55201620002123 高橋 信人 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾄ 137.78
56202130012823 齋藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 130.00
57202160000723 領家 響 ﾘｮｳｹ ｷｮｳ 125.10
58202030008523 小鍜冶 航 ｺｶｼﾞ ﾜﾀﾙ 104.07
59202040008733 松田 太陽 ﾏﾂﾀ ﾀｲﾖｳ 103.06
60201360019153 山崎 脩平 ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾍｲ 102.40
61202140001423 丸山 大輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ 98.46
62201610014733 稲村 潤己 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 93.00
63201130026963 古館 潔 ﾌﾙﾀﾁ ｷﾖｼ 90.69
64201630017663 花島 大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 87.14
65200430029663 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ 82.89
66200050059963 稲熊 敬之 ｲﾅｸﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 81.32
67201550013033 深見 倭人 ﾌｶﾐ ﾔﾏﾄ 81.19
68201030028263 秋谷 壮一 ｱｷﾔ ｿｳｲﾁ 75.42
69201630014663 岡本 信彦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 73.52
70201010002163 小倉 貴之 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 72.20
71202120006663 穴澤 宏之 ｱﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 69.50
71201310011563 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 69.50
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71202110003463 山本 錠児 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 69.50
74199430049763 福島 大造 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｿﾞｳ 61.18
75201030074263 矢頭 俊英 ﾔﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 56.72
76201250008353 篠原 修平 ｼﾉﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 56.08
77202120003263 井上 慎太郎 ｲﾉｳｴ ｼﾝﾀﾛｳ 55.10
77202140006623 向井 壱誠 ﾑｶｲ ｲｯｾｲ 55.10
79202060002553 小野田 瑛次 ｵﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 54.12
80202174013023 吉川 素遥 ﾖｼｶﾜ ﾓﾄﾊﾙ 53.00
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81202073008423 小鍜冶 燈 ｺｶｼﾞ ﾋｶﾙ 47.80
82202140002223 石渡 智弘 ｲｼﾜﾀ ﾄﾓﾋﾛ 42.89
82201030014363 大崎 健太郎 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 42.89
84200760033363 高田 一也 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 40.00
85200760021063 森川 由章 ﾓﾘｶﾜ ﾖｼｱｷ 38.30
86201960025923 小橋 弘明 ｺﾊﾞｼ ﾋﾛｱｷ 38.03
86202174003623 瀧本 博 ﾀｷﾓﾄ ﾋﾛｼ 38.03
88201060031263 東間 誠也 ｱｽﾞﾏ ﾄﾓﾔ 37.50
88202130004063 清水 美寿 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋｻ 37.50
90201350004263 花村 一彦 ﾊﾅﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 30.40
91200740029963 大前 真一 ｵｵﾏｴ ｼﾝｲﾁ 14.20
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