
  

2022/2023シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(GS+SGクラス SB男子)

（4月14日付）
 
順位

 
会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1199960210163 谷口 淳 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 228.41
2202174006123 福室 力 ﾌｸﾑﾛ ﾁｶﾗ 220.08
3200730021963 山野井 元 ﾔﾏﾉｲ ﾊｼﾞﾒ 216.44
4200730081463 渡會 薫 ﾜﾀﾗｲ ｶｵﾙ 214.69
5201230002263 須藤 高太郎 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 203.70
6201620014143 佐藤 温斗 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 201.81
7201560003433 藤田 陸斗 ﾌｼﾞﾀ ﾘｸﾄ 197.19
8201740007363 土田 修一 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 194.04
9201610014733 稲村 潤己 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 181.99
10202030004233 畑岸 悠大 ﾊﾀｷﾞｼ ﾕｳﾀﾞｲ 179.27
11201860006163 岡田 竜也 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 168.63
12201910004933 恵田 人和 ｴﾀﾞ ﾄﾜ 163.38
13201520004943 日脇 透也 ﾋﾜｷ ﾄｳﾔ 162.68
14201540011933 降幡 幸輝 ﾌﾘﾊﾀ ｺｳｷ 152.32
15201650001663 玉木 啓太 ﾀﾏｷ ｹｲﾀ 146.02
16201650009663 大橋 健一 ｵｵﾊｼ ｹﾝｲﾁ 142.94
17199530046163 岩本 行雄 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷｵ 132.09
18202010009433 松崎 温土 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 130.20
19202260011763 川野 真 ｶﾜﾉ ﾏｺﾄ 124.25
20202120001623 佐々木 悠介 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 120.96
21200330169763 小出 敏行 ｺｲﾃﾞ ﾄｼﾕｷ 112.42
22202230022623 今村 悟 ｲﾏﾑﾗ ｻﾄﾙ 111.65
23200050059963 稲熊 敬之 ｲﾅｸﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 109.90
24202150001663 菊地 正登 ｷｸﾁ ﾏｻﾄ 89.95
25202240003463 小松 誠 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ 89.39
26201330001163 上杉 政弘 ｳｴｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 83.72
27202060008263 小谷 岳志 ｺﾀﾆ ﾀｶｼ 81.55
28200320036463 平間 浩之 ﾋﾗﾏ ﾋﾛﾕｷ 76.93
29201840018643 忍足 拓海 ｵｼﾀﾞﾘ ﾀｸﾐ 69.09
30201640014953 草薙 一平 ｸｻﾅｷﾞ ｲｯﾍﾟｲ 58.94
30202060001623 栗栖 渉 ｸﾘｽ ﾜﾀﾙ 58.94
32201940014323 有田 拓馬 ｱﾘﾀ ﾀｸﾏ 56.00
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33201560017943 藤田 碧心 ﾌｼﾞﾀ ｱｵｼ 53.13
34202260005563 田中 紀人 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾄ 50.54
35202240018163 白倉 隆 ｼﾗｸﾗ ﾀｶｼ 48.65
35201630058363 田代 美智男 ﾀｼﾛ ﾐﾁｵ 48.65
35202160031153 廣岡 和真 ﾋﾛｵｶ ｶｽﾞﾏｻ 48.65
38199960104763 森内 幸男 ﾓﾘｳﾁ ﾕｷｵ 46.69
39200010037763 大橋 俊明 ｵｵﾊｼ ﾄｼｱｷ 45.22
39201820008933 髙梨 晟嘉 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾖｼ 45.22
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41202230034223 稲村 嘉紀 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼｷ 44.80
42202220008663 高橋 啓 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 41.72
42201150005663 林 健吾 ﾊﾔｼ ｹﾝｺﾞ 41.72
44199230052763 笹岡 祐治 ｻｻｵｶ ﾕｳｼﾞ 41.65
45200020015663 齋藤 正好 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 39.83
46200830019263 村田 篤司 ﾑﾗﾀ ｱﾂｼ 35.63
47200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 30.73
48201760032333 田中屋敷 虹士 ﾀﾅｶﾔｼｷ ﾆｼﾞ 26.25
49202260006523 竹村 宙凡 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾄ 21.42
50201350018663 小川 充洋 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 19.46
51202030009363 市川 清 ｲﾁｶﾜ ｷﾖｼ 17.99
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