
桑名七盤勝負世界ランキング２０１９前期（ポイントランキング）

ランク 順位 選手名 Name 得意競技 称号 七盤名（ネーム）

SSS

1 芝野龍之介 Shibano-Ryunosuke 囲碁 龍・長篠 七盤の龍騎士

2 川合仁 Kawaai-Hitoshi 将棋 螺旋・札幌・BABEL・2018・鳳凰・板橋・宇都宮・天草・蠍座・幕張 七盤のホームズ

3 西田直樹 Nishida-Naoki チェス 黄龍・白虎 七盤の番人

4 牧野光則 Mappy 将棋 七盤抜刀斎

5 高月浩平 Takatsuki-Kohei チェス 朱雀・青龍・聖塔・古都・桑名 七盤の申し子

6 高山弦大 Takayama-Genta 将棋 玄武・騎士・東京Ｇ 七盤の聖騎士

7 おさむ Osamu ワードバスケット 獅子・松本・宇都宮初級 七盤のメロス
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8 TK TK チェス 七盤のチャリオット

9 藤田麻衣子 Fujita-Maiko 連珠 流星・湯屋 七盤のジャンヌダルク

10 井上尊監 Inoue-Takateru 将棋 七盤の鉄騎兵

11 加藤翔太 Kato-Shota 将棋 東京Ｇ中級 七盤のポラリス

12 出町浩一郎 Demachi-Kouichiro どうぶつしょうぎ 文豪・幕張中級 七盤の魔王

13 吉田剛之 Yoshida-Takayuki 将棋 松本初級・宇都宮上級・桑名中級 七盤の聖徳太子

14 白玉さん Shiratamasan バックギャモン 七盤のダンテ

15 粟辻悠 Awatsuji-Yu どうぶつしょうぎ 黒髪 七盤の覇者

16 矢野靖志 Yano-Yasushi 将棋 時空・神殿 七盤のサンタクロース

17 Yukina-Gi Yukinagi 将棋 七盤の一角獣
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18 杉山年夫 Sugiyama-Toshio オセロ 七盤コンダクター

19 クランコ Kuranko どうぶつしょうぎ 七盤のワルキューレ

20 鈴木祥子 Suzuki-Shoko 囲碁 七盤のティンカーベル

21 鈴木将照 Suzuki-Masateru チェス 七盤のピーターパン

22 白銀哲也 Shirogane-Tetsuya オセロ 七盤のシルバーウルフ

23 対馬崇斗 Takato-Tsushima 将棋 宇都宮中級 七盤の二日酔い

24 玉置 凌典 Tamaki-Ryosuke 将棋 東京Ｇ上級 七盤バトラー

25 将一 Shouichi 将棋 七盤のプロメテウス

26 壁谷航大 Kodai-Kabeya チェス 馬車 駆け出し七盤選手

27 坂井徹 Sakai-Toru 将棋 大蛇 七盤のシェリフ／七盤のトール

28 yas-o Yasuo ワードバスケット 七盤の死神

29 齋藤成利 Saitou-Sigetosi 囲碁 七盤の執事

30 谷田川聡也 Yatagawa-Toshiya 囲碁 七盤のヒポクラテス
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31 斉藤和弘 Saito-Kazuhiro バックギャモン 七盤のギャモン伝道師

32 なかむらけいご Nakamura-Keigo 将棋 東京Ｇ初級 七盤の牛若丸

33 天杉 Amasugi 囲碁 七盤のスーパーノヴァ

34 石野裕美 Ishino-Hiromi バックギャモン 七盤のピクシー

35 石田颯太 Ishida-Sota 囲碁 駆け出し七盤選手

36 山根友裕 Yamane-Tomohiro 連珠 七盤のロッキー

37 ぐら Gura 将棋 七盤のペガスス

38 和田信也 Wada-Shinya 将棋 賢者 七盤のアルテミス

39 松山和彦 Matsuyama-Kazuhiko 将棋 七盤の闘将

40 原田慎也 Harada-Shinya 将棋 京都中級 七盤の鉄人

41 中山寧 Nakayama-Yasushi 将棋 七盤の猛豹

42 山本邦祐 Yamamoto-Kunihiro オセロ 七盤の不動明王

43 鷲見裕治 Sumi-Yuji バックギャモン 七盤のトリックスター

44 大川英輝 Okawa-Hideki オセロ 七盤の異邦人

45 なにげ Nanige オセロ 七盤の救世主

46 江原悠斗 Ebara-Yuto 将棋 舞踏 駆け出し七盤選手

47 ばっは子 Bach-ko 囲碁 七盤の錬金術師

48 そらまめこ Soramameko 囲碁 七盤のジュゴン

49 山本健太 Yamamoto-Kenta オセロ 七盤のオリオン

50 大清水崇典 Ohshimizu-Takanori オセロ 七盤のポセイドン

Ｂ

51 丸田浩貴 Maruta-Hiroki 連珠 七盤のパニック紳士

52 筒井浩実 Tsutsui-Hiromi 将棋 信州・深志 七盤の鬼武者

53 高橋里美 Takahashi-Satomi オセロ 歌姫 七盤の乙姫

54 山下侑哉 Yamashita-Yuya オセロ 熊本中級 七盤のペルソナ

55 ツイクスト仮面 Twixt-Mask ツイクスト 七盤のネクロマンサー

56 平田雅典 Hirata-Masanori 将棋 七盤の文豪

57 WIKKY Wikky バックギャモン 七盤のファラオ

58 まいんさん Main-San 将棋 七盤スレイヤー

59 片上大輔 Katagami-Daisuke バックギャモン 駆け出し七盤選手

60 小笠誠一 Ogasa-Seiichi チェス 七盤のマイアエメラルド

61 いなざわたくと Inazawa-Takuto 将棋 七盤のアメジスト

62 ピッピ Pip 将棋 七盤のワルツ

63 中村充 Nakamura-Mitsuru 将棋 七盤のアポロン

64 しまむらいおり Shimamura-Iori 将棋 スパイラルキッズ 七盤の少年王者

65 いで Ide チェス 七盤の土方歳三

66 葛岡祥 Kuzuoka-Shou 将棋 七盤のオーディン

67 すぐゑ Suguru 囲碁 トリニティクイーン・シルフ 七盤の白雪姫

68 嶋岡利恵 Shimaoka-Toshie 将棋 七盤のイシュタル

69 まんまる Manmaru 将棋 七盤の真円

70 松田一暁 Matsuda-Kazuaki バックギャモン 七盤のアイギス

71 北尾まどか Kitao-Madoka 将棋 戦士まどたん

72 原田翔大 Harada-Shota 囲碁 七盤のペルセウス

73 金成一 S-Kimu 将棋 城主 七盤の城主

74 根来正浩 Negoro-Masahiro 将棋 七盤のアキレス

75 福井暢宏 Fukui-Nobuhiro 連珠 連珠と世界をつなぐ者

76 シロ Siro 将棋 七盤のウラノス

77 中村創 Nakamura-Hajime オセロ 熊本上級 七盤のカリスマ
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78 ETC将棋 ETC-Shogi 将棋 七盤の神槍

79 しまむらかずえ Shumamura-Kazue 囲碁 七盤のスパイラルプリンセス

80 高島由香 Takashima-Yuka 将棋 七盤のシンデレラ

81 さつきんぐ Satsuking 将棋 七盤の少年覇者

82 れいこ Reiko 囲碁 七盤の女神

83 丸山 Maruyama 連珠 七盤の神官

84 シーム Yoshito-Miura チェス 松本中級 七盤の武田信玄

85 石川輝 Ishikawa-Hikaru 囲碁 未来 七盤のロムルス

86 Mugi Mugi 将棋 七盤の近藤勇

87 大原周太郎 Ohara-Shutaro 将棋 七盤の飛行士

88 上杉諒平 Uesugi-Ryohei オセロ 七盤のアルゴル

89 岡部寛 Okabe-Hiroshi 連珠 七盤のナポレオン

90 杉森聡 Sugimori-Satoshi 囲碁 七盤の鉄腕

91 灯 Akari 駆け出し七盤選手

92 ゆうた Yuta 将棋 七盤の若旦那

93 すくらっぷ Sukurappu 将棋 駆け出し七盤選手

94 ひびき Hibiki バックギャモン 七盤の護衛官

95 手塚光宏 Teduka-Mitsuhiro 将棋 七盤の駒王丸

96 荒川郁也 Arakawa-Fumiya 囲碁 七盤の貴公子

97 君嶋智一 Kimijima-Tomokazu 囲碁 七盤のアレス

98 nagonn なごん どうぶつしょうぎ 七盤のヘイムダル

99 黎 Rei 囲碁 七盤のかぐや姫


