
 

順位 選手名 所在地 所属 ポイント
1 菊川 信 愛知県 Gibbon Japan/gambader 67
2 中村 陸人 栃木県 Gibbon Japan 48
3 林 映心 長野県 小布施スラックライン部 32
4 中村 侑我 長野県 小布施スラックライン部/Slackline Industries International pro athlete 19
5 石田 創真 兵庫県 GIBBON / HEY WILD / パークM 9
5 梶田 雅功 兵庫県 slackline industries japan／パークM 9
5 徳武 怜 兵庫県 パークM 9
5 大沼 颯仁 熊本県 GIBBON Japan / ジュン・レクリエーションクラブ 9
9 山口 隆文 神奈川県 SAS（湘南 Atmic Slackers）、茅ヶ崎ビーチクラブ所属 2
9 松本 礼 兵庫県 GIBBON / HEY WILD 2

JSFed 無断転載禁止ランキング2021/12/31時点 オープン男子

　　　　 　  JSFed 　Japan Slackline Federation (日本スラックライン連盟)
　　　　 　  東京都中央区新川2-5-9-2F TEL：03-6228-3761 FAX：03-6228-3762 HP：http://jsfed.jp E-mail：info@jsfed.jp



 

順位 選手名 所在地 所属 ポイント
1 岡澤 恋 栃木県 gibbon japan / ユリス バレエアトリエ 67
2 須藤 美青 栃木県 Slackline Industries 48
3 渕上 万緒 愛知県 slacklineindustries 32
4 竹部 茉桜 栃木県 slackline industries 19
5 佐々木 燈 埼玉県 GIBBON / 小谷場エンジェルス 9
5 福田 恭巳 千葉県 GIBBON International pro athlete 9
5 田口 千夏 新潟県 小布施スラックライン部 9

JSFed 無断転載禁止ランキング2021/12/31時点 オープン女子

　　　　 　  JSFed 　Japan Slackline Federation (日本スラックライン連盟)
　　　　 　  東京都中央区新川2-5-9-2F TEL：03-6228-3761 FAX：03-6228-3762 HP：http://jsfed.jp E-mail：info@jsfed.jp



 

順位 選手名 所在地 所属 ポイント
1 中村 拓志 栃木県 Gibbon Japan 67
2 清田 凛空 埼玉県 小谷場スラックライン 48
3 井上 鳳雅 京都県 19

JSFed 無断転載禁止ランキング2021/12/31時点 ジュニア男子

　　　　 　  JSFed 　Japan Slackline Federation (日本スラックライン連盟)
　　　　 　  東京都中央区新川2-5-9-2F TEL：03-6228-3761 FAX：03-6228-3762 HP：http://jsfed.jp E-mail：info@jsfed.jp



 

順位 選手名 所在地 所属 ポイント
1 桑原 未来 岐阜県 gambader 67
2 田口 三華 新潟県 小布施スラックライン 48
3 大嶋 暁子 栃木県 19
3 安藤 雫 福島県 19

JSFed ランキング2021/12/31時点 無断転載禁止
ジュニア女子

　　　　 　  JSFed 　Japan Slackline Federation (日本スラックライン連盟)
　　　　 　  東京都中央区新川2-5-9-2F TEL：03-6228-3761 FAX：03-6228-3762 HP：http://jsfed.jp E-mail：info@jsfed.jp



 

順位 選手名 所在地 所属 ポイント
1 波多野 雄哉 愛知県 Roughline 67
2 中村 学 栃木県 48
3 清田 直哉 埼玉県 小谷場スラックライン 19
3 佐々木 康之 埼玉県 小谷場スラックライン 19

JSFed ランキング2021/12/31時点 マスター 無断転載禁止

　　　　 　  JSFed 　Japan Slackline Federation (日本スラックライン連盟)
　　　　 　  東京都中央区新川2-5-9-2F TEL：03-6228-3761 FAX：03-6228-3762 HP：http://jsfed.jp E-mail：info@jsfed.jp


