
氏名 都道府県 第１戦 第２戦 第３戦 GP

1位 黒巣 弘路 埼玉県 18．0 30．0 30．0 78．0

2位 湊 昂大 京都府 23．0 17．5 17．5 58．0

3位 松本 博文 東京都 14．2 21．0 14．8 50．0

4位 永田 喜彰 兵庫県 9．0 8．0 30．0 47．0

5位 脇坂 賢 広島県 25．0 12．3 7．8 45．1

6位 冨田 信太郎 埼玉県 5．0 11．5 7．0 23．5

7位 川畑 伸吾 神奈川県 10．2 12．3 不参加 22．5

8位 熊田 伸 東京都 8．0 8．0 5．5 21．5

9位 内海 尊覚 兵庫県 1．2 7．0 6．0 14．2

10位 山根 康二 神奈川県 4．5 9．3 13．8

11位 大橋 健太郎 奈良県 7．3 6．0 13．3

12位 瀬川 奏多朗 千葉県 4．5 5．0 不参加 9．5

13位 篠田 昌受 愛知県 9．0 不参加 不参加 9．0

14位 大橋 伸夫 大阪府 4．5 4．0 （決勝進出2回･決勝戦GP合計5．5）8．5

15位 東 香名子 東京都 3．0 5．5 （決勝進出2回・決勝戦GP合計4．5）8．5

16位 城山 大輔 千葉県 8．0 不参加 不参加 8．0

17位 堀田 隆二 福井県 1．2 不参加 6．3 （決勝進出1回・決勝戦GP合計5．3）7．5

18位 根本 百恵 千葉県 7．5 （決勝進出1回・決勝戦GP合計2．5）7．5

19位 高田 祥一 京都府 7．3 7．3

20位 岩下 泰三 佐賀県 6．7 不参加 不参加 6．7

21位 渡邊 好胤 大阪府 3．0 3．5 不参加（決勝進出2回・決勝戦GP合計2．5・合計得点5点）6．5

22位 武石 伊織 千葉県 2．5 4．0（決勝進出2回・決勝戦GP合計2．5・合計得点2点）6．5

23位 芹川 正樹 千葉県 5．3 5．3

24位 堤 健太郎 東京都 5．0 不参加 不参加 5．0

25位 川添 亨典 福岡県 4．5 4．5

26位 高橋 亮 千葉県 1．2 不参加 2．5 3．7

27位 神 博貴 埼玉県 3．0 3．0

28位 鎌田 弘 山縣県 2．5 不参加 2．5

29位 宮川 周平 長野県 0．5 不参加 不参加 （2回戦1回進出）5○1×0．5

30位 小田桐 正幸 千葉県 0．5 不参加 不参加 （2回戦1回進出）2○3×0．5

31位 矢田 悠輝 神奈川県 （2回戦3回進出）8○1×・1回戦合計得点13点

32位 渡邊 雅之 東京都 （2回戦3回進出）9○7×・1回戦合計得点11点

33位 長能 浩典 北海道 不参加 （2回戦2回進出）7○2×・1回戦合計得点12点

34位 水谷 成 大阪府 不参加 （2回戦2回進出）9○4×・1回戦合計得点5点

35位 荒井 雄太郎 青森県 （2回戦2回進出）8○4×・1回戦合計得点5点

36位 菅原 正文 東京都 不参加 （2回戦2回進出）8○5×・1回戦合計得点11点

37位 荒木 竜彦 東京都 不参加 （2回戦2回進出）7○4×・1回戦合計得点10点

38位 麻野 浩史 大阪府 不参加 （2回戦2回進出）6○3×・1回戦合計得点6点

39位 裏川 和毅 福岡県 不参加 不参加 （2回戦1回進出）4○1×・1回戦合計得点8点

40位 中谷 大希 東京都 不参加 不参加 （2回戦1回進出）3○1×・1回戦合計得点6点

41位 山野目 隆 岩手県 不参加 不参加 （2回戦1回進出）3○1×・1回戦合計得点5点

42位 松野 直音 大阪府 不参加 不参加 （2回戦1回進出）2○・1回戦合計得点3点

43位 庄司 まゆみ 千葉県 不参加 不参加 （2回戦1回進出）2○1×・1回戦合計得点3点

44位 尾岸 隆史 千葉県 不参加 不参加 （2回戦1回進出）1○3×･1回戦合計得点6点

45位 宇城 友貴 長野県 不参加 不参加 1回戦合計得点2点・予選85位

46位 秋山 太喜 福島県 不参加 不参加 1回戦合計得点2点・予選87位

【JQSGPミドルリーグGP獲得ランキング最終結果】※第3戦終了時点


