
  

2022/2023シーズン JSBA公認競技会
ポイントランキング表

(SXクラス 30+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

1201030028263 秋谷 壮一 ｱｷﾔ ｿｳｲﾁ 257.74
2202230027963 宇崎 圭介 ｳｻﾞｷ ｹｲｽｹ 252.42
3199830243863 市浦 修 ｲﾁｳﾗ ｵｻﾑ 251.51
4202230005663 宮下 竹雄 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹｵ 239.75
5201150008963 宮月 武夫 ﾐﾔﾂｷ ﾀｹｵ 236.39
6201350004263 花村 一彦 ﾊﾅﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 224.63
7202240008163 東 良樹 ｱｽﾞﾏ ﾖｼｷ 209.99
8202140007163 岩脇 一士 ｲﾜﾜｷ ﾋﾄｼ 209.86
9200430029663 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ 201.81
10201730031563 小川 聖一 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 197.54
11199740018663 谷口 篤史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 195.93
12202130026063 高橋 護 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 195.30
13202230033153 濱田 光能 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 194.11
14202140005763 吉国 信宏 ﾖｼｸﾆ ﾉﾌﾞﾋﾛ 191.17
15200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 188.09
16201950009563 石井 国吉 ｲｼｲ ｸﾆﾖｼ 180.46
17201650007463 中村 泰介 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｽｹ 176.05
18201130026963 古館 潔 ﾌﾙﾀﾁ ｷﾖｼ 175.42
19200560035563 加納 大輔 ｶﾉｳ ﾀﾞｲｽｹ 172.55
20202030027463 田中 勇佑 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 146.02
21202140006263 千木 友裕 ｾｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 142.73
22201130058463 田澤 俊幸 ﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 140.00
23201030074263 矢頭 俊英 ﾔﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 133.91
24201930043463 小礒 孝章 ｺｲｿ ﾀｶｱｷ 133.28
25201720003263 根橋 亮介 ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 128.94
26200760033363 高田 一也 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 127.12
27201630047663 伊藤 勝視 ｲﾄｳ ｶﾂﾖｼ 98.00
28200730028763 平石 貴之 ﾋﾗｲｼ ﾀｶﾕｷ 90.02
29201750026863 林 賢功 ﾊﾔｼ ﾏｻﾖｼ 83.02
30200630045363 穴原 和彦 ｱﾅﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 74.13
31202250000853 井澤 大樹 ｲｻﾞﾜ ﾀｲｼ 72.80
32201840005163 田中 徹也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ 62.23
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33202130024963 上村 桂 ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 61.11
34202240024263 阿部 信也 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 56.28
35201950001663 石川 大将 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾏｻ 56.00
36202240006463 脇田 博美 ﾜｷﾀ ﾋﾛﾐ 53.62
37200660046563 田渕 伸司 ﾀﾌﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 44.80
38202130004063 清水 美寿 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋｻ 41.65
39200960016863 永田 孝 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ 40.88
40201760034963 中野 槙治 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 37.10
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41202160005363 山下 幸太 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾀ 26.25
42199950025863 久村 崇規 ﾋｻﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 23.03
43200730000463 上野 光洋 ｳｴﾉ ﾐﾂﾋﾛ 21.28
43201310003063 北嶋 慎司 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 21.28
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