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Ｗ１ ヴェルフたかはら那須ボウラーズチーム ※ｱﾏ 倉澤　智則 ※ｱﾏ 福田　健一 ※ｱﾏ 脇山　　亮 ※ｱﾏ 渡辺　尚久

Ｗ２ 吉良の赤馬 ※ｱﾏ 加藤　孝宗 ※ｱﾏ 横山　浩司 ※ｱﾏ 清水　佑一 ※ｱﾏ 都築　　浩

Ｗ３ ＴＥＡＭ亜南東海 ※ｱﾏ 篠原　五郎 ※ｱﾏ 竹内　秀昭 ※ｱﾏ 日比野高志 ※ｱﾏ 内田　善広

Ｗ４ とくりん薬局 ※ｱﾏ 友利　　実 ※ｱﾏ 新里　哲也 ※ｱﾏ 伊敷　賢也 ※ｱﾏ 仲宗根宏樹

Ｗ５ ラッキーボウラーズ ※ｱﾏ 村石　頼彦 ※ｱﾏ 小島　秀夫 ※ｱﾏ 砂口　尚道 ※ｱﾏ 山口　　尭

Ｗ６ チーム　原島　健人 ※ｱﾏ 原　　清孝 ※ｱﾏ 矢島　一樹 ※ｱﾏ 千野　健次 ※ｱﾏ 伊藤　直人

Ｗ７ ＡＤ－Ｊ２０１７ ※ｱﾏ 山本　哲也 ※ｱﾏ 平田　勝利 ※ｱﾏ 尾上　克司 ※ｱﾏ 深谷　幸人

Ｗ８ がんばれ げんちゃん with yuta ※ｱﾏ 高木　裕太 ※ｱﾏ 森下　元喜 ※ｱﾏ 遠藤　任俊 ※ｱﾏ 森下浩一郎

Ｗ９ キングタイガー ※ｱﾏ 風岡　宏尚 ※ｱﾏ 吉川　敏明 ※ｱﾏ 小浜　隆弘 ※ｱﾏ 中村　良雄

Ｗ１０ ひよこぼうら～ず ※ｱﾏ 堀田　悠次 ※ｱﾏ 本庄　翔伍 ※ｱﾏ 久保　健太 ※ｱﾏ 向山　正人

Ｗ１１ おっさん４６ ※ｱﾏ 登川　一真 ※ｱﾏ 熊澤　宏哉 ※ｱﾏ 菅原　完斗 ※ｱﾏ 江崎　公貴

Ｗ１２ 5296 ※ｱﾏ 池畑　吉晃 ※ｱﾏ 吉年　　健 ※ｱﾏ 西田　一馬 ※ｱﾏ 山口　幸男

Ｗ１３ 打ったり打たなかったり。 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥 1377 羽賀　秀和 ※ｱﾏ 川村　周平 1389 川口　健太

Ｗ１４ 梅さまとゆかいな仲間たち ※ｱﾏ 加藤　勇紀 ※ｱﾏ 山口　浩平 ※ｱﾏ 小椋　達也 ※ｱﾏ 梅田　久徳

Ｗ１５ ＳＤマコーズ ※ｱﾏ 岩間　　巧 ※ｱﾏ 寺下　隆行 ※ｱﾏ 仁田　勝一 ※ｱﾏ 寺下　晃幸

Ｗ１６ かずと愉快な仲間たち ※ｱﾏ 朱　　時榮 ※ｱﾏ 黒木　和哉 ※ｱﾏ 鷲見　理伯 ※ｱﾏ 長澤　　椋

Ｗ１７ DEAF東魂 ※ｱﾏ 坂本　　圭 ※ｱﾏ 五十嵐義徳 ※ｱﾏ 東　　博雄 ※ｱﾏ 伊藤　直道

Ｗ１８ Ｗ大ＯＢメガネ連合 ※ｱﾏ 江原　庸博 ※ｱﾏ 藤井　　誠 ※ｱﾏ 上原　星河 ※ｱﾏ 埴田　清人

Ｗ１９ ＴＥＡＭへっぽこセカンド ※ｱﾏ 中村　正勝 ※ｱﾏ 伊藤　孝行 ※ｱﾏ 日野　代暉 ※ｱﾏ 鈴木　英雄

Ｗ２０ アベノミクス ※ｱﾏ 紙本　雄介 ※ｱﾏ 中島　淳二 ※ｱﾏ 加藤　貴之 1205 阿部　基成

Ｗ２１ ジャクソン ※ｱﾏ 藤城　宏泰 ※ｱﾏ 菅森　　歩 ※ｱﾏ 岡村　悠也 ※ｱﾏ 青山　直樹

Ｗ２２ ケンケン ※ｱﾏ 森　　光徳 ※ｱﾏ 石倉　　涼 845 鈴木　健司 ※ｱﾏ 竹内　史郎

Ｗ２３ アジアユースメダリスト ※ｱﾏ 高平沙也斗 ※ｱﾏ 宮澤　拓哉 ※ｱﾏ 新畑　雄飛 ※ｱﾏ 吉田　健大

Ｗ２４ コロカナ ※ｱﾏ 中田　英一 1169 田倉　幸則 1386 加藤翔太郎 ※ｱﾏ 加藤　太郎

Ｗ２５ 有名な しるこサンド ※ｱﾏ 石田　典寛 ※ｱﾏ 作本　幸宗 ※ｱﾏ 丹家　敏詞 ※ｱﾏ 山崎　八七

Ｗ２６ 四つ木イーグルボウル +α ※ｱﾏ 関谷　啓二 ※ｱﾏ 渡邉　　亮 ※ｱﾏ 高橋　恭介 1242 金子　勇太

Ｗ２７ ち～む すぷりんぐ ※ｱﾏ 薬師寺正雄 ※ｱﾏ 町田　勝幸 ※ｱﾏ 井上　卓也 1249 佐々木恭兵

Ｗ２８ 力也プロ with B 1376 松田　力也 ※ｱﾏ 竹林　俊介 1387 古賀　優輝 ※ｱﾏ 吉村　智之

Ｗ２９ ＹＫＭＩ ※ｱﾏ 松月　哲也 ※ｱﾏ 吉川　慶一 ※ｱﾏ 草野　元延 ※ｱﾏ 伊藤　知也

Ｗ３０ 足して割ったら丁度良い ※ｱﾏ 岩瀬　雄司 ※ｱﾏ 井上　巧眞 ※ｱﾏ 田邉　大輔 ※ｱﾏ 橘高　太一

Ｗ３１ ミスター あまちゃんず ※ｱﾏ 黄金井浩喜 ※ｱﾏ 高崎　智成 ※ｱﾏ 穴沢賢太郎 ※ｱﾏ 彦坂　　凜

Ｗ３２ ＣＡＴ ＰＵＮＣＨ ※ｱﾏ 水沼　太一 ※ｱﾏ 川上　敏則 ※ｱﾏ 松本隆一郎 ※ｱﾏ 都梅　正史

Ｗ３３ ＡＫＦどんどんＢ ※ｱﾏ 筒井　実朝 ※ｱﾏ 池田　茂則 ※ｱﾏ 吉澤　且元 ※ｱﾏ 三瓶大次郎

Ｗ３４ ＡＫＦどんどんＡ ※ｱﾏ 蛯原　聖憲 ※ｱﾏ 田上　博一 ※ｱﾏ 内間　浩二 ※ｱﾏ 福井　慎二

Ｗ３５ 羽ヶ崎保護者会 ※ｱﾏ 羽ヶ崎匠海 ※ｱﾏ 依田　　隆 ※ｱﾏ 後藤　　努 1382 南雲　順司

Ｗ３６ 政斗とおじさんたち ※ｱﾏ 露木　研二 ※ｱﾏ 粂田　英明 ※ｱﾏ 座波　政斗 954 神田　勝也

Ｗ３７ １４ポンドで頑張るね 1383 鬼澤　周平 ※ｱﾏ 横田　修治 ※ｱﾏ 岡崎　　豊 ※ｱﾏ 磯邉　知幸

Ｗ３８ 光中新次 ※ｱﾏ 光本　秀行 ※ｱﾏ 中村　隆二 ※ｱﾏ 南　新太郎 ※ｱﾏ 兼浦　淳次

Ｗ３９ 湘南セントラル ※ｱﾏ 塩崎　武司 1393 後藤　卓也 ※ｱﾏ 岩村　俊一 1199 小嶋　和樹

Ｗ４０ TEAM☆A１(仮) ※ｱﾏ 藤村　隆史 ※ｱﾏ 田中　椋也 ※ｱﾏ 堤　　祐樹 650 河村　幸三

第４０回ジャパンオープンボウリング選手権
男子ウェイティング(キャンセル待ち)チームリスト

（※プロチーム･アマチームを合わせた申込み先着順）

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④


