
 ※2022年1⽉4⽇更新
順位 ⽒名 ⽒名（フリガナ） 都道府県 ポイント

1 佐々⽊ 来夢 ササキ ライム 三重県 3000
2 松本 浬璃 マツモト カイリ 茨城県 1100
3 ⽩井 空良 シライ ソラ 神奈川県 900
4 甲斐 穂澄 カイ ホズミ 和歌⼭県 700
5 根附 海⿓ ネツケ カイリ 静岡県 500
6 ⻑井 太雅 ナガイ タイガ ⼤阪府 300
7 村上 涼夏 ムラカミ リョウガ 神奈川県 200
8 濱村 ⼤征 ハマムラ タイセイ 東京都 100
9 佐々⽊ ⾳憧 ササキ トア 三重県 50

10 梅尾 周⽣ ウメオ シュウ ⼤阪府 48
11 渡辺 星那 ワタナベ セナ 東京都 46
12 池⽥ ⼤暉 イケダ ダイキ 東京都 44
13 ⽯井 裕海 イシイ ユウ 東京都 42
14 齋藤 丈太郎 サイトウ ジョウタロウ 東京都 40
15 ⼭附 明夢 ヤマヅキ アイム ⼤阪府 38
16 平⽥ 琉翔 ヒラタ ルカ ⼤阪府 2
16 柴⽥ 瑛⼈ シバタ エイト 東京都 2
16 繁延 亜周 シゲノブ アシュウ 静岡県 2
16 ⼭縣 蒼⽣ ヤマガタ アオイ 茨城県 2
16 齋藤 吟平 サイトウ ギンペイ 東京都 2
16 樋⼝ 眞徳 ヒグチ マサト 三重県 2
16 ⼩栁 巧 コヤナギ タクミ ⼤阪府 2
16 ⼤場 蓮 オオバ レン 神奈川県 2
16 寺井 健⼈ テライ ケント 神奈川県 2
16 吉原 武 ヨシハラ タケル 東京都 2
16 ⽵中 律⼰ タケナカ リツキ 東京都 2

       ストリート男⼦ ( 1/2 )   

2022年 WSJランキング



順位 ⽒名 ⽒名（フリガナ） 都道府県 ポイント
16 髙⽯ 颯来 タカイシ ソラ 神奈川県 2
16 橋本 鷹之介 ハシモト タカノスケ 東京都 2
16 ⾼橋 陽太 タカハシ ハルト 北海道 2
16 ⼩鈴 祥⼤ コスズ ショウダイ 愛知県 2
16 酒井 琥珀 サカイ コハク 富⼭県 2
16 坂本 倭京 サカモト ワキョウ 神奈川県 2
16 ⽟野 ⾠磨 タマノ タツマ 神奈川県 2
16 太多 優⼼ タダ ユウシン ⽯川県 2
16 ⽻持 結⽉ ハモチ ユヅキ 茨城県 2
16 三星 怜⽣ ミツボシ リオ 宮城県 2
16 ⽯井 太陽 イシイ タイヨウ 神奈川県 2
16 中野 秀哉 ナカノ シュウヤ 栃⽊県 2
16 ⾼島 ⼤翔 タカシマ タイト 宮崎県 2
16 川村 禅琳 カワムラ ゼンリ 宮城県 2
16 久保 荒太 クボ アラタ ⼤阪府 2
16 ⼩⻄ ユウタ コニシ ユウタ 神奈川県 2
16 根来 ⿓史 ネゴロ タツシ ⼤阪府 2

       ストリート男⼦ ( 2/2 )



 ※2022年1⽉4⽇更新

順位 ⽒名 ⽒名（フリガナ） 都道府県 ポイント
1 ⾚間 凛⾳ アカマ リズ 宮城県 3000
2 ⻄⽮ 椛 ニシヤ モミジ ⼤阪府 1100
3 伊藤 美優 イトウ ミユウ ⼭形県 900
4 前⽥ ⽇菜 マエダ ヒナ 兵庫県 700
5 吉沢 恋 ヨシザワ ココ 神奈川県 500
6 上村 葵 ウエムラ アオイ ⼤阪府 300
7 中島 野々花 ナカジマ ノノカ 奈良県 200
8 藤澤 虹々可 フジサワ ナナカ 神奈川県 100
9 原⽥ 結⾐ ハラダ ユイ 神奈川県 50

10 松川 蓮 マツカワ レン 静岡県 48
11 ⽯丸 葵 イシマル アオイ ⼤阪府 46
12 ⾼橋 ⽉⾳ タカハシ ユノ 東京都 44
13 中島 茉瑚 ナカジマ マコ 奈良県 42
14 佐々⽊ ⼼結 ササキ ミユ 東京都 40
15 北野 朝⼾ キタノ セト ⼤阪府 38
16 ⻘⽊ 凜 アオキ リン 千葉県 2
16 北本 にこ キタモト ニコ 兵庫県 2
16 福⽥ 碧 フクダ アオイ 東京都 2
16 星野 凛乃 ホシノ リノ 新潟県 2
16 藤枝 あずみ フジエダ アズミ 茨城県 2
16 岡下 若葉 オカシタ ワカバ 兵庫県 2
16 丹野 莉愛 タンノ リア 宮城県 2
16 佐藤 舞桜 サトウ マオ 福島県 2
16 ⾦森 綸花 カナモリ リンカ 東京都 2

2022年 WSJランキング
       ストリート⼥⼦   



 ※2022年1⽉4⽇更新

順位 ⽒名 ⽒名（フリガナ） 都道府県 ポイント
1 笹岡 建介 ササオカ ケンスケ 岐⾩県 3000
2 猪⼜ 湊哉 イノマタ ソウヤ 神奈川県 1100
3 徳⽥ 凱 トクダ ガイ 神奈川県 900
4 天野 太陽 アマノ タイヨウ 東京都 700
5 永原 悠路 ナガハラ ユウロ ⻑野県 500
6 中⾕ 太紀 ナカタニ タイキ ⼤阪府 300
7 ⼭本 琢翔 ヤマモト タクト 兵庫県 200
8 櫻井 壱世 サクライ イッセイ 宮崎県 100
9 坂本 輝⽉ サカモト キヅキ 三重県 50

10 有⼭ ⼤翔 アリヤマ ヒロト ⼤阪府 48
11 志治 群⻘ シジ グンジョウ 愛知県 46
12 栗林 錬平 クリバヤシ レンペイ ⻑野県 44
13 榮 ⼤和 サカエ ヤマト ⼤阪府 42
14 能勢 英汰 ノセ エイタ 神奈川県 40
15 ⽊⽥ 颯太 キダ ソウタ 滋賀県 38
16 三⽵ 陽⼤ ミタケ ヒナタ 愛知県 2
16 菊池 泰世 キクチ タイセイ 静岡県 2
16 溝⼿ 唱太 ミゾテ ショウタ 神奈川県 2
16 内⽥ 琉已 ウチダ ルイ 愛知県 2
16 ⽊下 嵩道 キノシタ タカミチ 神奈川県 2
16 川嶋 優⼠ カワシマ ユウシ 奈良県 2
16 梅澤 颯 ウメザワ ソウ 北海道 2
16 ⽵中 律⼰ タケナカ リツキ 東京都 2
16 ⽊下 晴道 キノシタ ハルミチ 神奈川県 2
16 渡邉 星南 ワタナベ セナ 栃⽊県 2
16 内⽥ 怜⾂ ウチダ レオ 愛知県 2
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       パーク男⼦



 ※2022年1⽉4⽇更新

順位 ⽒名 ⽒名（フリガナ） 都道府県 ポイント
1 草⽊ ひなの クサキ ヒナノ 茨城県 3000
2 ⼩川 希花 オガワ キハナ 神奈川県 1100
3 ⻑⾕川 瑞穂 ハセガワ ミズホ 群⾺県 900
4 溝⼿ 優⽉ ミゾテ ユヅキ 神奈川県 700
5 菅原 琉⾐ スガワラ ルイ 新潟県 500
6 千⽥ ⼩陽 チダ コハル 栃⽊県 300
7 藤井 雪凛 フジイ ユリン 神奈川県 200
8 菅原 芽依 スガワラ メイ 新潟県 100
9 原⽥ 結⾐ ハラダ ユイ 神奈川県 50

10 武⽥ 星 タケダ アカリ ⼤阪府 48
11 ⻄城 翠玖 サイジョウ ミク 奈良県 46
12 伊勢⽥ 裕夏 イセダ ユウカ ⼤阪府 44
13 東海林 和胡 ショウジ ワコ 新潟県 42
14 伊藤 凛⾳ イトウ リオ ⼭形県 40
15 ⽯原 歩惟 イシハラ アイ 兵庫県 38
16 加藤 渚都夏 カトウ ナツカ 新潟県 2
16 ルーシー 仁⾹ ルーシー ニコ 神奈川県 2
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       パーク⼥⼦


