
  

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 オープン男子)

（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
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1202050005923 手賀 堅丈 ﾃｶﾞ ｹﾝｼﾞｮｳ 413.00
2201720010533 藤田 波瑠 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙ 410.07
3201830018533 齋藤 大地 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 386.88
4202074006923 川又 大悟 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 351.28
5202060005463 横木 將人 ﾖｺｷﾞ ﾏｻﾋﾄ 334.29
6201310003063 北嶋 慎司 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 312.55
7202260002763 青田 知士 ｱｵﾀ ｻﾄｼ 310.00
8202140001133 室 竜矢 ﾑﾛ ﾀﾂﾔ 308.66
9202140005963 三ツ井 勇介 ﾐﾂｲ ﾕｳｽｹ 300.49
10201230014663 星山 泰誠 ﾎｼﾔﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 299.42
11202050003533 山﨑 涼介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 298.80
12202173006323 加藤 駿 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 295.08
13201830004923 前畑 彰洋 ﾏｴﾊﾀ ｱｷﾋﾛ 293.41
14202030059623 春山 禅 ﾊﾙﾔﾏ ｾﾞﾝ 288.42
15201930041133 福島 優友 ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ 275.59
16201960011963 小寺 雅行 ｺﾃﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 265.99
17201360001233 畑間 響 ﾊﾀﾏ ﾋﾋﾞｷ 260.50
18202130012823 齋藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 257.89
19200330066263 黒田 英之 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 256.79
20202250000853 井澤 大樹 ｲｻﾞﾜ ﾀｲｼ 254.18
21202160000723 領家 響 ﾘｮｳｹ ｷｮｳ 253.90
22202230013963 岩瀬 正久 ｲﾜｾ ﾏｻﾋｻ 250.80
23201450006063 高山 治久 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 238.09
24201560017533 沖嶋 奏汰 ｵｷｼﾏ ｿｳﾀ 235.69
25202120006663 穴澤 宏之 ｱﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 230.61
26199960051363 立林 淳 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 226.60
27200450014763 大西 浩士 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ 220.89
28202030008523 小鍜冶 航 ｺｶｼﾞ ﾜﾀﾙ 217.74
29201550005863 小口 雅裕 ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 215.70
30200010037763 大橋 俊明 ｵｵﾊｼ ﾄｼｱｷ 205.52
31199950025863 久村 崇規 ﾋｻﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 205.10
32201430004963 小林 一誠 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 204.03
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33200210002363 原田 裕太 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 197.20
34201610014733 稲村 潤己 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 195.10
35199750066663 黒川 哲弘 ｸﾛｶﾜ ﾃﾂﾋﾛ 193.70
36201360019163 山崎 脩平 ﾔﾏｻｷ ｼｭｳﾍｲ 192.20
37201630014663 岡本 信彦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 187.14
38201840008133 山田 悠太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 185.17
39202230007123 小鍜冶 燈 ｺｶｼﾞ ﾋｶﾙ 181.29
40202130014463 小坂 靖明 ｺｻｶ ﾔｽｱｷ 171.38
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40200730028763 平石 貴之 ﾋﾗｲｼ ﾀｶﾕｷ 171.38
42202230027323 酒井 洸斗 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 170.79
43201130058463 田澤 俊幸 ﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 170.10
44201850007933 細野 光斗 ﾎｿﾉ ｺｳﾄ 165.60
45200410026463 菊田 光司郎 ｷｸﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 163.30
46202230004223 石渡 智弘 ｲｼﾜﾀ ﾄﾓﾋﾛ 158.58
47201550013033 深見 倭人 ﾌｶﾐ ﾔﾏﾄ 155.49
48202060001623 栗栖 渉 ｸﾘｽ ﾜﾀﾙ 151.61
49201930031633 松嶋 真叶 ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾄ 151.28
50201740004453 土田 真慶 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 149.10
51201450022553 浅井 英章 ｱｻｲ ﾋﾃﾞｱｷ 147.30
52200020017163 近内 和生 ｺﾝﾅｲ ｶｽﾞｵ 143.67
53201030074263 矢頭 俊英 ﾔﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 137.98
54202174006123 福室 力 ﾌｸﾑﾛ ﾁｶﾗ 134.30
55202240013963 新保 博文 ｼﾝﾎﾞ ﾋﾛﾌﾐ 132.20
56201830022753 市川 貴仁 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾄ 116.28
57202140001423 丸山 大輝 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ 115.10
58201630017663 花島 大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 98.38
59202073006223 会田 晃生 ｱｲﾀﾞ ｺｳｾｲ 97.99
60201830024763 金井 大喜 ｶﾅｲ ﾀｲｷ 86.64
61201760013463 北川 俊郎 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾛｳ 85.50
62200050059963 稲熊 敬之 ｲﾅｸﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 85.19
63200310026663 前田 健 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ 84.20
64202274001923 塚原 悠翔 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 82.79
65202140026263 奥田 和夫 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 80.78
66202260010823 後田 風吹 ｳｼﾛﾀﾞ ﾌﾌﾞｷ 77.50
67201030028263 秋谷 壮一 ｱｷﾔ ｿｳｲﾁ 72.20
67200710002363 豊田 健太 ﾄﾖﾀ ｹﾝﾀ 72.20
69200410004263 宇佐見 透 ｳｻﾐ ﾄｵﾙ 69.50
70201660016023 仲井 啓人 ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ 66.70
70202274014223 山崎 日向 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 66.70
72200830014163 荻島 貴 ｵｷﾞｼﾏ ﾀｶｼ 61.18
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73201740011263 早川 健太 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾀ 60.00
74202030059123 吉見 大輔 ﾖｼﾐ ﾀﾞｲｽｹ 55.10
75202175001823 酒井 遥夢 ｻｶｲ ﾊﾙﾑ 43.90
75200430029663 佐々木 昭博 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ 43.90
77202274008623 福田 秀平 ﾌｸﾀ ｼｭｳﾍｲ 43.00
78201250008353 篠原 修平 ｼﾉﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 42.30
78202230029023 銭 隆 ｾﾝ ﾀｶｼ 42.30
80199830243863 市浦 修 ｲﾁｳﾗ ｵｻﾑ 40.00
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81202230005663 宮下 竹雄 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹｵ 37.50
82202174009223 望田 優来 ﾓﾁﾀﾞ ﾕﾗ 36.50
83202230033153 濱田 光能 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 32.90
84201730031563 小川 聖一 ｵｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 30.40
84202130004063 清水 美寿 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋｻ 30.40
84202260006523 竹村 宙凡 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾄ 30.40
87201130026963 古館 潔 ﾌﾙﾀﾁ ｷﾖｼ 19.40
88202240006463 脇田 博美 ﾜｷﾀ ﾋﾛﾐ 13.60
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