
  

2021/2022シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(SSクラス 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

1201830005633 吉田 輝樹 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｷ 505.98
2201860022043 木村 悠斗 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 492.98
3201760003743 岡本 大征 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 414.06
4202050003043 北山 博仁 ｷﾀﾔﾏ ﾊｸﾄ 400.89
5201730016443 小沼 煌 ｺﾇﾏ ｷﾗ 399.70
6201710006233 伊藤 拓斗 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 366.70
7201230012333 増田 吏玖 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ 363.48
8201910000533 上原 勘久郎 ｳｴﾊﾗ ｶﾝｸﾛｳ 347.30
9202040010833 渡辺 六斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸﾄ 340.52
10201950016543 渡邉 大睦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 338.12
11201930056043 一ノ瀬 海渡 ｲﾁﾉｾ ｶｲﾄ 332.98
12201560007233 松岡 秀樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 331.96
13201630015633 蓮 琥海 ﾊｽ ｺｳｶﾞ 321.25
14201410012633 苫米地 愁 ﾄﾏﾍﾞﾁ ｼｭｳ 313.40
15201510002943 今野 颯心 ｺﾝﾉ ﾘｭｳｼﾝ 310.10
16201660007943 河野 大芽 ｺｳﾉ ﾀｲｶﾞ 309.99
17202171000623 敦澤 夢叶 ﾂﾙｻﾜ ﾕｳﾄ 307.20
18201710016943 鈴木 旬 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 306.70
19201450016533 岡戸 琉晴 ｵｶﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 299.59
20201830007043 清水 絆平 ｼﾐｽﾞ ｷｯﾍﾟｲ 292.00
21201650001143 土屋 波澄 ﾂﾁﾔ ﾊｽﾐ 281.77
22201630032043 柳原 詩 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｳﾀ 272.73
23201850012343 加藤 桔平 ｶﾄｳ ｷｯﾍﾟｲ 272.38
24201950001343 長羅 丈晄 ﾅｶﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 271.82
25201930034643 大塚 颯斗 ｵｵﾂｶ ﾊﾔﾄ 269.72
26201640000233 内潟 柊介 ｳﾁｶﾀ ｼｭｳｽｹ 262.50
27201930046143 八重幡 勇世 ﾔｴﾊﾀ ﾕｳｾｲ 261.78
28201730058643 荒川 冬衣 ｱﾗｶﾜ ﾄｳｲ 251.43
29201710008533 村上 叶真 ﾑﾗｶﾐ ﾄｳﾏ 250.30
30201810004733 橋本 開人 ﾊｼﾓﾄ ｶｲﾄ 245.19
31201750014043 田中 奏多 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 244.00
32202130013023 根岸 涼太 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 240.03
33201530018843 加藤 漣 ｶﾄｳ ﾚﾝ 239.74
34201840021443 横沢 豪大 ﾖｺｻﾜ ｺﾞｳﾀﾞｲ 234.48
35201930024633 小島 凜 ｺｼﾞﾏ ﾘﾝ 233.23
36201860032243 中村 奏翔 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 232.58
37201710020143 松岡 聖梛 ﾏﾂｵｶ ｾﾅ 230.50
38201860007333 西澤 天進 ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾝｼﾝ 229.02
39201840015633 灰野 寧緒 ﾊｲﾉ ﾈｵ 225.48
40201660013143 坂上 光 ｻｶｳｴ ﾋｶﾙ 219.84
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41202175002733 谷 勇磨 ﾀﾆ ﾕｳﾏ 219.81
42201810020233 遠藤 藍琉 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾙ 218.60
43202076004023 レジナ キルア ﾚｼﾞﾅ ｷﾙｱ 215.01
44201530016533 布施 聖斗 ﾌｾ ﾏｻﾄ 206.99
45201910015743 古市 悠翔 ﾌﾙｲﾁ ﾕｳﾄ 202.70
45202071002623 山本 優樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 202.70
47201710006333 水上 滉太 ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾀ 199.70
48201910015843 宍戸 太珀 ｼｼﾄﾞ ﾀｸ 198.76
49201430015133 天野 晴太 ｱﾏﾉ ｾｲﾀ 197.92
50202160005923 藤原 圭吾 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｺﾞ 195.33
51202060026343 豊田 哲平 ﾄﾖﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 194.68
52201730024533 野澤 拓晃 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 193.98
53201530040543 加藤 楽久 ｶﾄｳ ｶﾞｸ 191.14
54202060008443 宮崎 謙心 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾝ 190.96
55201971001023 田原 鳳舜 ﾀﾊﾗ ﾎｳｼｭﾝ 189.30
56201760012333 前川 結羽 ﾏｴｶﾜ ﾕｳ 182.51
57201960015043 中川 阿未来 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾐﾗ 181.12
58202110008833 松本 颯汰 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ 180.00
59201660016023 仲井 啓人 ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ 177.64
60201850014433 伊藤 晴夏 ｲﾄｳ ｾﾅ 176.76
61202030026243 中庭 加楓 ﾅｶﾆﾜ ｶｴﾃﾞ 176.54
62201920010643 佐藤 廉仁 ｻﾄｳ ﾚﾝﾄ 172.93
63201840005343 柳 紘心 ﾔﾅｷﾞ ｺｺﾛ 165.05
64201930056243 内藤 瑠唯 ﾅｲﾄｳ ﾙｲ 163.35
65201930044133 小山田 来樹 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾗｲｷ 162.40
66201840000843 三國 琳大 ﾐｸﾆ ﾘﾝﾄ 146.20
67201630032343 柳原 凛来 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘﾝｸ 139.64
68201730056043 伊藤 利玖音 ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 135.89
69202030021043 荒井 海成 ｱﾗｲ ｶｲﾅ 133.56
70202076002223 大橋 海斗 ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ 130.40
71201940012843 阿部 夢飛 ｱﾍﾞ ﾕｳﾋ 128.50
72202030023543 関根 慧和 ｾｷﾈ ｹｲﾄ 118.26
73202174003423 中村 優人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 113.39
74201660003143 小谷 海人 ｺﾀﾆ ｶｲﾄ 113.03
75201810004643 上 心哲 ｶﾐ ｺﾃﾂ 103.90
76201930056143 藤枝 幸翔 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾕｷﾄ 98.09
77202074005623 五十嵐 匠 ｲｶﾞﾗｼ ﾅﾙ 97.67
78202050008743 小倉 琉生 ｵｸﾞﾗ ﾙｲ 97.02
79201960025343 瀧上 聖 ﾀｷｶﾞﾐ ﾋｼﾞﾘ 96.64
80202071007923 小山 拓哉 ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 96.30
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81202150003943 北山 泰士 ｷﾀﾔﾏ ﾀｲｼ 96.04
82201960014443 三宅 陽 ﾐﾔｹ ﾊﾙ 91.54
83201830013643 吉田 岬冬 ﾖｼﾀﾞ ｻｷﾄ 88.20
84201810016433 領毛 光騎 ﾘｮｳｹ ﾐﾂﾞｷ 88.12
85201630000143 道瀬 真尋 ﾐﾁｾ ﾏﾋﾛ 87.56
86201430060443 加藤 虎 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 85.00
87202140006343 武田 理暉 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 84.00
88202060002553 小野田 瑛次 ｵﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 82.20
89201740016133 坂口 立志 ｻｶｸﾞﾁ ﾊﾙﾕｷ 81.63
90201760014243 中家 慎 ﾅｶｲｴ ｼﾝ 79.68
91201930048143 仙石 禮海 ｾﾝｺﾞｸ ﾗｲｶ 77.66
92201930035743 笹本 琉稀 ｻｻﾓﾄ ﾙｷ 76.98
93201840006253 日置 弘志 ﾋｵｷ ﾋﾛｼ 72.24
94202140007443 山田 路唯 ﾔﾏﾀﾞ ﾛｲ 70.42
95201850018343 松山 詩季 ﾏﾂﾔﾏ ｼｷ 70.00
96201960025543 西山 慎太郎 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 62.22
97201610003733 前田 佳蔵 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 59.50
98202160006953 上田 真也 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 54.33
99201730000453 中瀨 伸泰 ﾅｶｾ ﾉﾌﾞﾔｽ 54.12
100201950016743 中野 悠晴 ﾅｶﾉ ﾕｳｾｲ 53.62
101201730067533 平澤 葦行 ﾋﾗｻﾜ ｲｱﾝ 52.97
102202010012943 尾村 來哉 ｵﾑﾗ ﾗｲﾔ 48.23
103202050009243 下野 仁 ｼﾓﾉ ｼﾞﾝ 46.69
104202010012743 尾村 律哉 ｵﾑﾗ ﾘﾁﾔ 45.22
104202130042443 夏目 睦穂 ﾅﾂﾒ ﾑﾂﾎ 45.22
106201860002643 山本 英偉斗 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾄ 44.80
107202074008123 山本 洸樹 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 41.33
108202030025843 米澤 未来 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾗｲ 40.82
109201950016943 中野 泰守 ﾅｶﾉ ﾀｲｼﾞｭ 40.25
110202110010843 小松 伊雄大 ｺﾏﾂ ｲｵﾀ 39.83
111201950016843 中野 凰佑 ﾅｶﾉ ｵｳｽｹ 38.57
112202010012643 尾村 琉夢哉 ｵﾑﾗ ﾙﾑﾔ 37.52
112202030017743 萩原 大翔 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 37.52
114201930034843 山田 莉久 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 35.13
115201730042763 市川 義洋 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 33.64
116201930061543 佐々木 夢希也 ｻｻｷ ﾕｷﾔ 33.46
117202174011723 竹内 斗望 ﾀｹｳﾁ ﾄﾑ 30.60
118202030059523 塩谷 恭成 ｼｵﾀﾆ ﾐﾂﾅﾘ 30.59
119202040008843 灰野 莉叶 ﾊｲﾉ ﾘﾄ 29.28
120202050004443 熊谷 心道 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾄﾞｳ 26.25
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121201730065343 関塚 陸斗 ｾｷﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 15.82
122202174009223 望田 優来 ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾗ 13.10
123201630014663 岡本 信彦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 11.34
124202074006923 川又 大悟 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 11.00
125202174008623 戸城 涼太 ﾄｼﾛ ﾘｮｳﾀ 8.62
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