
◎プロが含まれるチーム（男子） 
ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ

No. No. No. No.

新婚さん、いらっしゃい！ 1121 鈴木　勇太 ※ｱﾏ 稲葉　貴久 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 野中　直行

ゴールデン・キャット 1296 荒井慎太朗 ※ｱﾏ 山崎　昭太 ※ｱﾏ 湯上谷　正 707 曽根　崇央

クァトロ 百式 ※ｱﾏ 西尾　直史 1308 宇田　　輝 ※ｱﾏ 小松　俊雄 1340 広瀬　恭平

チーム サンブリッジ 1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 照井　一央 ※ｱﾏ 大城　和真 949 砂子　明廣

ヒロム 行きま～す｡｡｡ 1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 山田　成人 ※ｱﾏ 田野岡大夢 1190 和田　秀和

ＭＯＴＭ ※ｱﾏ 松尾　淳志 647 大月　　仁 ※ｱﾏ 田代　　誠 643 益田　隆司

Ｒ１・NAKAGAWA 1349 入口　光司 ※ｱﾏ 黒田　　豊 ※ｱﾏ 小林　克彦 ※ｱﾏ 遠山　正樹

保険の宮越 ※ｱﾏ 宮越　健一 561 澤田　哲司 ※ｱﾏ 大塚　誠一 515 木村　紀夫

ＷＡＶＥ ※ｱﾏ 広田　利博 1368 志摩竜太郎 ※ｱﾏ 大川　　亘 435 長谷　　宏

プロショップ ＫＯＧＡＮＥ ※ｱﾏ 阿比留勝正 1118 伊藤　睦昭 ※ｱﾏ 大月　光浩 1013 小金　正治

TRAVELING BUS ※ｱﾏ 櫻井　涉太 1364 渡邊虎太郎 ※ｱﾏ 柳生　武彦 1267 森本　健太

ミリオンゴッド ※ｱﾏ 堀　　秀行 835 中平　幸男 ※ｱﾏ 杉野　正樹 664 川村　直樹

TEAM T☆O☆C (P) 740 池上　　徹 ※ｱﾏ 弘中　　純 ※ｱﾏ 東田　直樹 ※ｱﾏ 坂上　雅司

世田谷オークラボウル チーム ※ｱﾏ 石田　　隆 ※ｱﾏ 山中　徹治 ※ｱﾏ 中島　正美 1191 越後　裕哉

チーム ＭＹＡ ※ｱﾏ 米村　和男 1330 浅尾　慎詞 ※ｱﾏ 米村　公希 506 三池　丹揮

中山 律子 ファミリー Ａ ※ｱﾏ 牧野　　章 ※ｱﾏ 石田　二郎 618 吉川　孝幸 ※ｱﾏ 水上　和彦

イーグルボウル ※ｱﾏ 浅川　啓大 1138 吉川宗一郎 ※ｱﾏ 今井　康弘 442 西村　邦彦

名古屋グランドボウル ※ｱﾏ 近藤　芳史 ※ｱﾏ 神谷　正浩 ※ｱﾏ 斉藤　　翔 1025 斉藤　茂雄

イーグル ※ｱﾏ 鈴木　　昭 1006 真井　寛樹 ※ｱﾏ 長島　則夫 1080 河津　亨至

ぐりんぐりん ※ｱﾏ 大澤　章浩 ※ｱﾏ 福永　義昭 ※ｱﾏ 谷口　悠斗 1319 浮田　健吾

がんばろう!! 黒田組 ※ｱﾏ 後藤　一誠 ※ｱﾏ 一松　大介 ※ｱﾏ 美濃谷　翔 1022 黒田　仙雄

リラックス ２０１７ 1189 串田　　昭 ※ｱﾏ 森山　丈二 ※ｱﾏ 中村　四郎 1300 藤井　大輔

ＢＳＹ² ※ｱﾏ 大村桂一郎 ※ｱﾏ 太田　俊雄 ※ｱﾏ 山田　和良 683 山下　　豊

チーム 江の島 Ａ 1345 甘糟　翔太 ※ｱﾏ 甘糟　龍馬 ※ｱﾏ 甘糟　徳太 512 甘糟龍二郎

チーム 江の島 Ｂ ※ｱﾏ 中村　幸男 ※ｱﾏ 梅野　誠一 ※ｱﾏ 日野　　朗 1350 山中　　悟

３度目の正直！ 517 平尾　　勉 ※ｱﾏ 櫻井　　昇 ※ｱﾏ 山下　　充 ※ｱﾏ 沖村　　孝

サウンドオブグラス ※ｱﾏ 袖之　　昭 964 大宮亜津志 ※ｱﾏ 山崎　　直 761 小原　照之

ＣｏＣｏ 松本 ※ｱﾏ 原田　　岳 ※ｱﾏ 平林　浩文 ※ｱﾏ 武井　弘司 553 太田　　潔

アートプリントＡｉ 俺達がやらなきゃ誰がやる!! 1276 村松　賢季 ※ｱﾏ 井上　義範 ※ｱﾏ 石原　啓行 ※ｱﾏ 田中　俊樹

チーム 瀬戸内 ※ｱﾏ 星川　　創 860 梶　　義宏 ※ｱﾏ 田中　義一 1074 道菅　　真

プロショップ☆エム 943 前田　明宏 ※ｱﾏ 白須賀正嗣 ※ｱﾏ 赤松　　実 843 辻　　賢司

関西好青年四天王チーム 1310 笹田　泰裕 ※ｱﾏ 戸田　雅人 ※ｱﾏ 山本　　誠 1089 宮崎　映丞

シナモン ファミリー ※ｱﾏ 佐古健太郎 ※ｱﾏ 山下　諄也 ※ｱﾏ 山下　博也 1091 佐取　　賢

ピンスイーパーズ 793 岩楯　泰彦 ※ｱﾏ 山崎雄太郎 ※ｱﾏ 福井　陽平 564 佐藤　　剛

プロショップナカライ ※ｱﾏ 望月　義宣 312 半井　　清 ※ｱﾏ 後藤　若松 1369 木田　大輔
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博多スターレーン ※ｱﾏ 松本　純一 1381 森元　洋行 ※ｱﾏ 田島加都生 1030 逸見　正晃

新生 SHIBATAちるどれん 2017 1271 山下　陽平 ※ｱﾏ 前川　克彦 ※ｱﾏ 井本　一成 1317 柳生　清光

ファンタスティック４ リターンズ ※ｱﾏ 佐々木光浩 ※ｱﾏ 堤　　泰三 ※ｱﾏ 宮地　　優 486 大谷内高志

森ちゃんがいない!? ※ｱﾏ 浦野　一稀 ※ｱﾏ 石井　優輝 ※ｱﾏ 佐久間　忍 1053 会田　啓介

ＲツーＬツー ※ｱﾏ 万代　康成 ※ｱﾏ 尾崎　明仁 ※ｱﾏ 多々良英矢 910 鈴木　博喜

まさのり★チーム ※ｱﾏ 青柳　敬吉 1180 斉藤　征哉 ※ｱﾏ 栗城　裕司 379 斉藤　正典

ゆうや★チーム ※ｱﾏ 吉野　和宏 1233 斉藤　祐哉 ※ｱﾏ 小川　勝治 1193 斉藤　琢哉

ＫＳＮＹ ※ｱﾏ 小林　貴司 479 栴檀　　稔 ※ｱﾏ 中場　　勉 349 山崎　行夫

チームドラゴン 1060 栗本　　友 ※ｱﾏ 丹野　英樹 1277 小林　孝至 ※ｱﾏ 竜門　幸弘

マイペース ※ｱﾏ 山崎　章弘 1117 松本　智弥 ※ｱﾏ 清水　　晃 1301 加藤　隆広

チーム Ｕ工房 ※ｱﾏ 藪下　俊幸 858 山本　　浩 ※ｱﾏ 柳川　弘行 931 田形　研吾

Ｐｉｎｅ　Ｖｉｌｌａｇｅ ※ｱﾏ 村野　涉吏 ※ｱﾏ 村野　茂二 ※ｱﾏ 松下　昭史 1281 松岡　秀法

こまさん ※ｱﾏ 中野　輝志 ※ｱﾏ 小間　克己 ※ｱﾏ 井上　卓哉 1343 平岡　勇人

ＲＹＯＳＥＩ 902 玉井慎一郎 ※ｱﾏ 吉村　亮星 908 寺村　文孝 ※ｱﾏ 竹田　光寛

ＢＯＳＥ 1361 堀ノ内智大 ※ｱﾏ 白間　海渡 ※ｱﾏ 今北　侑吾 1357 大西　翔太

「Ｊ」 100％ 1177 中村　隼也 ※ｱﾏ 長尾　健汰 ※ｱﾏ 入江　俊英 ※ｱﾏ 黒瀬　　尚

山科グランドボウル ※ｱﾏ 小笠原　匡 885 平山　陽一 ※ｱﾏ 西村　和眞 988 吉井　昌幸

コロナキャットボウル豊川店 ※ｱﾏ 山室　達雄 714 山崎　義則 ※ｱﾏ 神谷　悠里 450 佐々木秀雄

ＨＴＫ ※ｱﾏ 佐藤　　学 ※ｱﾏ 倉橋　　晃 ※ｱﾏ 石岡　康伸 1268 松本　貴臣

ピンギンズ ※ｱﾏ 中山　健一 1182 門奈　大介 ※ｱﾏ 坂本　就馬 1148 今泉　秀規

ＳＰＬＡＳＨ ※ｱﾏ 水野　達哉 1150 落合　進治 ※ｱﾏ 小林　志郎 575 佐藤　　清

すーさんを囲む会 ※ｱﾏ 鈴木笑太郎 ※ｱﾏ 松井　紀和 ※ｱﾏ 鈴木　義経 1252 門川　健一

ＰＯＤＥＭＯＳ ※ｱﾏ 鈴木　宏樹 ※ｱﾏ 神原マルコス ※ｱﾏ 菅瀬　久智 1269 大城ｸﾗｳﾃﾞｨｵ

ＴＥＡＭ　ＳＴＥＥＬ ※ｱﾏ 矢部圭司郎 932 ロバート･リー ※ｱﾏ 松尾　一成 918 中野　和弘

小嶺シティーボウル 368 柴田　英徳 ※ｱﾏ 前畑　利樹 347 原田　招雄 ※ｱﾏ 井上　優智

王様と奴隷 ※ｱﾏ 山本　一俊 521 坂田　重徳 ※ｱﾏ 吉田　大祐 ※ｱﾏ 安里　秀策

エノモトジャパン ※ｱﾏ 西島　浩一 1149 榎本　浩也 ※ｱﾏ 溝井　貴裕 1077 堀江　真一

Ｔ－ＭＡＸ ＢＯＷＬ ※ｱﾏ 中川　貴史 1331 髙淵　常志 1050 日置　秀一 ※ｱﾏ 緒方　嘉彦

アートプリント Ａｉ ※ｱﾏ 山下　　泉 ※ｱﾏ 宮田　智成 ※ｱﾏ 原科　三雄 900 糸山賀津人

ファイヤーワールド 1184 石川　　亨 ※ｱﾏ 坂田　光邦 ※ｱﾏ 石田　正人 864 丸橋　了三

ＡＷＡ踊り 2017 813 豊田　　清 ※ｱﾏ 木村　　修 ※ｱﾏ 石川　正豊 989 上瀬戸政樹

ゴルゴ１３ ※ｱﾏ 鈴木　清志 352 貞松　保行 ※ｱﾏ 斉藤　雅晴 1195 藤井　一浩

Ｔ．Ｍ．Ｇ ※ｱﾏ 坂本　和幸 18 矢島　純一 644 玉置幸一郎 ※ｱﾏ 山下　知且

俺の話を聞いてくれ!! ※ｱﾏ 海中　一泰 ※ｱﾏ 貴志　和人 1295 山下　周作 ※ｱﾏ 平中　亮輔

ＮＳＫ３ 夜遊び隊 1307 播摩　友和 ※ｱﾏ 白羽　俊之 1178 平井　　翔 ※ｱﾏ 倉持　　治
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チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

チーム特訓中 ※ｱﾏ 森　　裕雅 ※ｱﾏ 近藤　康孝 ※ｱﾏ 日比野佳之 167 星野　宏幸

柿田川の小心者 ※ｱﾏ 原田　秀貴 ※ｱﾏ 成川　和利 ※ｱﾏ 谷岸　正夫 1280 谷岸　　明

どてPん ※ｱﾏ 坂井　正孝 1338 水本　有希 ※ｱﾏ 古舘　秀二 1070 呉竹  博之

超新星唯斗(改)×５ 1289 谷合　貴志 ※ｱﾏ 杉崎　　隆 ※ｱﾏ 畑　　秀明 1287 藤井　信人

ナノデスボール開発部 977 徳江　和則 ※ｱﾏ 柴富　敏秀 ※ｱﾏ 下村　真啓 1033 田坂　大輔

ＳＤメンズ ※ｱﾏ 江川　　司 1116 佐久間信也 ※ｱﾏ 上野　　亮 1101 村上　拓也

笹塚ボウル ※ｱﾏ 井口　遼太 983 井口　直之 ※ｱﾏ 本田　　豊 ※ｱﾏ 長谷川文弘

ＵＫＴＨ ※ｱﾏ 臼井　公二 995 児島　都史 ※ｱﾏ 田村　浩也 ※ｱﾏ 日比　正裕

石原軍団 ※ｱﾏ ハン･サンベエ K108 ジョン・テハ ※ｱﾏ 大松　広樹 344 石原　章夫

チーム BOO BOSS ※ｱﾏ 矢代　信幸 ※ｱﾏ 三浦　光夫 ※ｱﾏ 吉原　正明 787 鈴木　好人

お父さん 助けて！ 627 岡部　直治 ※ｱﾏ 倉持　渓佑 1392 松浦　和彦 ※ｱﾏ 國本　省次

男湯 900 ♨ ※ｱﾏ 杉田　正樹 888 谷口　　隆 ※ｱﾏ 辻永　一彦 1123 大山　篤俊

オトナになろう!! ※ｱﾏ 塩川　民雄 912 中沢　　奨 ※ｱﾏ 野瀬　修司 992 山能　健之

つくし ※ｱﾏ 井上　信也 ※ｱﾏ 鈴木　隆三 ※ｱﾏ 下家　清義 1221 木村弘太郎

俺を誰だと思ってんだ!! 北岡さんだぞ!! ※ｱﾏ 徳久　恵大 1078 山本　　勲 ※ｱﾏ 土方　　捷 476 北岡　義実

チャレンジャーズ ※ｱﾏ 青木　　誠 1232 鈴木　智也 ※ｱﾏ 稲葉　史郎 ※ｱﾏ 鈴木　博明

ルーキーとベテランの融合 ※ｱﾏ 岩瀬　優希 570 山本　勝利 ※ｱﾏ 手島　正彦 ※ｱﾏ 岩瀬　勝則

Ｗ．Ｋ．Ｔ．Ｔ． ※ｱﾏ 和田　翔吾 ※ｱﾏ 葛原　康介 ※ｱﾏ 竹田　　航 952 高橋　富資



◎アマチュアのみのチーム（男子）

ホイールリペア ※ｱﾏ 下地　雅也 ※ｱﾏ 鈴木　裕也 ※ｱﾏ 吉牟田慎司 ※ｱﾏ 鈴木　颯悟

ＡＬＯＮＺＡ～この時 ※ｱﾏ 手塚　　泰 ※ｱﾏ 一ノ瀬　靖 ※ｱﾏ 松木　敏幸 ※ｱﾏ 城野　敏明

ＭＩＴＳＵＯ－Ｄｏ ※ｱﾏ 寺岡　一真 ※ｱﾏ 宇野　恭平 ※ｱﾏ 呉坪　和也 ※ｱﾏ 岡田　　淳

東海ジュニア ※ｱﾏ 村瀬　大河 ※ｱﾏ 勝又　七夢 ※ｱﾏ 甲地　悠人 ※ｱﾏ 村瀬　大地

ベストショップ ※ｱﾏ 山田　明久 ※ｱﾏ 井原　良行 ※ｱﾏ 井口　政直 ※ｱﾏ 土井　　彰

ジェネレーションＧＡＰ the third year ※ｱﾏ 溝田　和弘 ※ｱﾏ 戸鹿島　弘 ※ｱﾏ 本田　勝吉 ※ｱﾏ 有馬　敏行

北海道クラシッククラブ道東支部 ※ｱﾏ 安田　忠義 ※ｱﾏ 荢毛　昇平 ※ｱﾏ 鳥山　晃一 ※ｱﾏ 田中　秀司

まこち　えれこっちゃ　みやざき ※ｱﾏ 藤元　良吉 ※ｱﾏ 川畑　亨弘 ※ｱﾏ 木村　和哲 ※ｱﾏ 朝川　卓也

北谷ボウル ※ｱﾏ 新里　　望 ※ｱﾏ 砂川　允志 ※ｱﾏ 登川　雄一 ※ｱﾏ 新里　翔悟

サクラ ※ｱﾏ 東　　賢一 ※ｱﾏ 横井　淳司 ※ｱﾏ 大見川研二 ※ｱﾏ 山崎　政治

Ｄｒ.アライチーム ※ｱﾏ 岩崎　　航 ※ｱﾏ 中村　謙介 ※ｱﾏ 山崎　慎也 ※ｱﾏ 新井　岳詩

ＴＥＡＭ　Ｔ☆Ｏ☆Ｃ　（Ａ） ※ｱﾏ 河東　達記 ※ｱﾏ 髙橋　　匠 ※ｱﾏ 北村　大樹 ※ｱﾏ 清水　智幸

ＮＯＮＯＹＡＭＡ ※ｱﾏ 延原　宏之 ※ｱﾏ 野中　雅之 ※ｱﾏ 松山　高志 ※ｱﾏ 山野井哲也

アベンジャーズ ※ｱﾏ 渋谷　祐也 ※ｱﾏ 山内　博之 ※ｱﾏ 石川　信行 ※ｱﾏ 田中　　亨

国際でコロコロ！！ ※ｱﾏ 高尾　晃正 ※ｱﾏ 片倉　昌高 ※ｱﾏ 丹路　慶一 ※ｱﾏ 富田　　明

バラエティー ※ｱﾏ 西村　克哉 ※ｱﾏ 伊藤　康宏 ※ｱﾏ 藤原　智也 ※ｱﾏ 河村　利也

ＫＯＳＥ丸ズ ※ｱﾏ 瀬古健一郎 ※ｱﾏ 山本　啓之 ※ｱﾏ 庄瀬　智大 ※ｱﾏ 小林　剛美

中山　律子　ファミリーＢ ※ｱﾏ 星野　充佳 ※ｱﾏ 伊藤　　学 ※ｱﾏ 小島　泰英 ※ｱﾏ 鈴木日出夫

チキソハート ※ｱﾏ 足立三七夫 ※ｱﾏ 山根　　巧 ※ｱﾏ 平林　幸二 ※ｱﾏ 長澤　和仁

Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ　Ⅱ ※ｱﾏ 梶浦　雅文 ※ｱﾏ 日高　健太 ※ｱﾏ 三浦　範浩 ※ｱﾏ 佐々木　陸

男子出場チームリスト（Ｂシフト）

第４０回ジャパンオープンボウリング選手権

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④


