
  

2022/2023シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(SL+DUクラス 40+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

1199560103363 杉山 弘幸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 246.68
2202130011563 秋山 浩範 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ 239.32
3200150059963 浅野 智徳 ｱｻﾉ ﾄﾓﾉﾘ 227.22
4199830278063 井野口 正 ｲﾉｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 225.89
5199730047863 真島 敬 ﾏｼﾏ ﾀｶｼ 202.93
6200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 181.93
7199840088263 櫻井 敏久 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋｻ 174.86
8201420005163 鷲谷 秀隆 ﾜｼﾀﾆ ﾋﾃﾞﾀｶ 171.71
9200550019663 飯野 高洋 ｲｲﾉ ﾀｶﾋﾛ 168.21
10200240004563 中川 昌敏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 155.26
11199510050863 長縄 進一 ﾅｶﾞﾅﾜ ｼﾝｲﾁ 155.12
12199540002563 近藤 文喜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾖｼ 154.63
13201350018763 尾関 宏樹 ｵｾﾞｷ ﾋﾛｷ 148.96
14200040112963 小松 秀和 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 137.97
15200030170463 仁村 和男 ﾆﾑﾗ ｶｽﾞｵ 125.37
16200650017263 松浦 聡 ﾏﾂｳﾗ ｻﾄｼ 108.78
17200450035463 水上 秀樹 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 105.70
18199850063463 氏原 吉隆 ｳｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 104.65
19200150022063 古田 隆司 ﾌﾙﾀ ﾀｶｼ 103.74
20202150011463 林 健一 ﾊﾔｼ ｹﾝｲﾁ 92.19
21199740097563 大居 健二 ｵｵｲ ｹﾝｼﾞ 89.32
22199750065563 安部 貴広 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 88.90
23200160111563 大西 武司 ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 85.68
24199620089063 佐柄 正史 ｻｶﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ 83.93
25200950005563 松山 清一郎 ﾏﾂﾔﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ 79.17
26199930094063 押見 正明 ｵｼﾐ ﾏｻｱｷ 73.71
27201840022963 蛭田 晃博 ﾋﾙﾀ ｱｷﾋﾛ 68.11
28201230005863 小林 慎治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 64.75
29201020000563 森川 康雄 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽｵ 60.20
30200850000463 大谷 渉 ｵｵﾀﾆ ﾜﾀﾙ 58.94
30202240000963 渡會 那央 ﾜﾀﾗｲ ﾅｵ 58.94
32199650076863 浅田 順 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 56.00
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32200960006963 山本 洋司 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｼﾞ 56.00
34201610001763 巽 健太郎 ﾀﾂﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 50.96
34200620003363 丹野 伝重 ﾀﾝﾉ ﾃﾞﾝｼﾞｭｳ 50.96
36199950020763 戸本 篤 ﾄﾓﾄ ｱﾂｼ 50.54
36199740010763 山村 真司 ﾔﾏﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 50.54
38202140011663 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 46.69
39200660028263 本多 卓也 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ 45.22
40202240003563 大山 伸也 ｵｵﾔﾏ ｼﾝﾔ 44.80
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41202240005663 山田 和人 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 41.65
42199540003263 山本 英治 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 40.25
43201540008663 喜多 誠 ｷﾀ ﾏｺﾄ 35.70
43200560097063 絹川 貴俊 ｷﾇｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 35.70
43200320036463 平間 浩之 ﾋﾗﾏ ﾋﾛﾕｷ 35.70
46200730062263 遠藤 威 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 34.86
47202060004563 白石 祐司 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 33.46
48201530011363 弓場 竜 ﾕﾐﾊﾞ ﾘｮｳ 30.10
49200140090463 田邊 真 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 28.00
49200760022163 田伏 辰也 ﾀﾌﾞｼ ﾀﾂﾔ 28.00
51201720000163 村上 光祐 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾏｻ 25.55
52201160009763 野見山 正浩 ﾉﾐﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 23.03
53201860005363 三輪 忍 ﾐﾜ ｼﾉﾌﾞ 21.28
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