
  

2022/2023シーズン JSBA公認競技会 ポイントランキング表

(HPクラス 男子)

（4月14日付）
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会員番号

 
会員氏名

 
会員氏名（カナ）

上位３大会
ＴＯＴＡＬ

1202040014743 竹内 海叶 ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 383.89
2202274002333 八田 登生 ﾊｯﾀ ﾄｵｲ 367.18
3201750026143 末次 悠真 ｽｴﾅﾐ ﾕｳﾏ 355.24
4201750026243 末次 涼雅 ｽｴﾅﾐ ﾘｮｳｶﾞ 350.89
5202030023633 飯泉 仁 ｲｲｽﾞﾐ ｼﾞﾝ 340.07
6201740008443 遠山 太陽 ﾄｵﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 332.15
7201550005433 伊藤 利凰 ｲﾄｳ ﾘｵ 323.12
8202276005133 寺田 成雅 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞｮｳｶﾞ 287.89
9202274005423 花田 地駿 ﾊﾅﾀﾞ ﾁﾊﾔ 287.85
10201850018343 松山 詩季 ﾏﾂﾔﾏ ｼｷ 286.79
11201840015943 鎌倉 空來 ｶﾏｸﾗ ｿﾗ 285.79
12201930035243 鈴木 志侑 ｽｽﾞｷ ｼｭｳ 273.45
13201840013143 小林 悠真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾏ 265.79
14201630030943 うす井 一真 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏ 262.42
15201540000963 金刺 大祐 ｶﾅｻﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 245.98
16201930019443 松井 凛太朗 ﾏﾂｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 230.21
17201930035143 鈴木 利都 ｽｽﾞｷ ﾘﾂ 228.25
18202030026343 岡田 純一郎 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 218.48
19202050003743 熊谷 斗翔 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾜ 212.20
20202140006343 武田 理暉 ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ 198.73
21202010001043 萬藤 隆真 ﾏﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾏ 192.30
22202050004443 熊谷 心道 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾄﾞｳ 189.56
23202130012943 小野 俊哉 ｵﾉ ﾄｼﾔ 186.27
24201930029843 桒子 卓也 ｸﾜｺ ﾀｸﾔ 183.64
25202040022143 松田 悠里 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾘ 179.04
26200340028063 内藤 丈裕 ﾅｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 168.72
27202140026263 奥田 和夫 ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 164.74
28202160002823 荒平 澪生 ｱﾗﾋﾗ ﾚｲ 163.32
29201530005763 今野 潤一 ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 162.40
30201330037033 荒井 孝斗 ｱﾗｲ ﾀｶﾄ 155.40
30202140009543 宇佐美 雄大 ｳｻﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 155.40
32202174006123 福室 力 ﾌｸﾑﾛ ﾁｶﾗ 151.90
33199630003263 田原 雅之 ﾀﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 150.36
34201830014763 岡田 英世 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 150.20
35202060009743 別所 晴矢 ﾍﾞｯｼｮ ﾊﾙﾔ 147.63
36201530056663 岩澤 亮一 ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳｲﾁ 146.90
37202040008963 阿部 裕 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 145.46
38202140011833 望月 大河 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 145.08
39202160008223 前田 大地 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 144.48
40201760008463 大塚 悠太 ｵｵﾂｶ ﾕｳﾀ 138.60
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41202230029463 川口 悟司 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 132.10
42202050008043 宮島 凪央 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵ 132.09
43201830036433 細谷 拓未 ﾎｿﾔ ﾀｸﾐ 130.80
44201030019363 松岡 大輔 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 126.50
45202140009733 中野 龍 ﾅｶﾉ ﾘｭｳ 122.73
46201230012333 増田 吏玖 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ 89.92
47201830026543 青田 晃 ｱｵﾀ ﾋｶﾙ 88.11
48199650098863 高橋 彰 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 76.48
49201630017663 花島 大輔 ﾊﾅｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 74.28
50201630014663 岡本 信彦 ｵｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 65.49
51201650005263 長谷川 哲哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 62.02
52201710000943 工藤 湘 ｸﾄﾞｳ ﾅｷﾞ 57.50
53202250009563 澤田 貴成 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾅ 56.00
53202110004143 山本 瑛人 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾄ 56.00
53202010003843 綿谷 玖生心 ﾜﾀﾔ ｸｳﾄ 56.00
56202010010343 今井 優雅 ｲﾏｲ ﾕｳｶﾞ 50.96
56201830013743 高村 櫂冬 ﾀｶﾑﾗ ｶｲﾄ 50.96
58201710000833 工藤 昊 ｸﾄﾞｳ ｿﾗ 49.80
59202010009943 小沼 亮太 ｺﾇﾏ ﾘｮｳﾀ 48.23
59201730017763 東 真宏 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 48.23
61201130006163 新谷 友雄 ｼﾝﾔ ﾄﾓｵ 45.22
61199760024763 中島 健太郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 45.22
61202030025043 中村 一颯 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｻ 45.22
61202210003243 名取 佑久 ﾅﾄﾘ ﾀｽｸ 45.22
65202174010823 小林 雅都 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 43.00
66201930029343 中村 奏斗 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾄ 41.72
66199550004163 平岩 和貴 ﾋﾗｲﾜ ｶｽﾞｷ 41.72
68202130041843 三枝木 成斗 ｻｴｷ ﾅﾙﾄ 39.83
68201950010643 藤井 飛翠 ﾌｼﾞｲ ﾋｽｲ 39.83
68201450007463 三宅 祥 ﾐﾔｹ ｼｮｳ 39.83
71202060002553 小野田 瑛次 ｵﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 39.33
72201730000453 中瀨 伸泰 ﾅｶｾ ﾉﾌﾞﾔｽ 38.03
72202274010123 古谷 理也 ﾌﾙﾀﾆ ﾏｻﾔ 38.03
74202260005243 小森田 縁 ｺﾓﾘﾀ ｴﾆｼ 37.52
74202030025843 米澤 未来 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾗｲ 37.52
76201920007943 一戸 翼 ｲﾁﾉﾍ ﾂﾊﾞｻ 35.63
76201650000363 宇田 貴徳 ｳﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 35.63
76202240007243 山崎 僚大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 35.63
79202140005143 林 佳樹 ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 34.09
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