
氏　 名 期 氏　 名 期 ﾗｲｾﾝｽ№ 氏　 名 期 ﾗｲｾﾝｽ№ 氏　 名 期

S 349 山崎　 行夫 11 S 64 斉藤志乃ぶ 3 ☆アマ 森川　 勇治 選手 S 18 矢島　 純一 1 S 142 稲橋　 和枝 6 ☆アマ 澤田　 信吾 選手

S 379 斉藤　 正典 12 S 173 時本美津子 7 ☆アマ 多々良英矢 選手 S 288 酒井　 武雄 9 161 加藤八千代 7 ☆アマ 織田　 　 信 選手

435 長谷　 　 宏 15 194 松井八知栄 15 ☆アマ 田中　 淳一 選手 S 312 半井　 　 清 10 S 268 酒井　 美佳 25 ☆アマ 渋谷晃次郎 選手

445 青木　 彰彦 16 221 近藤　 文美 21 ☆アマ 鈴木　 貴広 選手 344 石原　 章夫 11 S 320 吉田真由美 31 ☆アマ 杉田　 知由 選手

476 北岡　 義実 20 223 長縄多禧子 21 ☆アマ 森下　 元喜 選手 S 352 貞松　 保行 11 335 森　 　 ルミ 32 ☆アマ 渡辺　 貞彦 選手

S 514 高橋　 延明 23 262 澤田　 玉美 25 ☆アマ 中根　 啓貴 選手 S 442 西村　 邦彦 16 S 360 永田　 　 桂 34 ☆アマ 山下　 琢朗 選手

S 521 坂田　 重徳 23 282 小川　 美紀 27 ☆アマ 松尾　 洋輔 選手 S 479 栴檀　 　 稔 21 364 丹羽由香梨 35 ☆アマ 池野　 智也 選手

S 627 岡部　 直治 26 297 座間　 美子 28 ☆アマ 森　 　 裕雅 選手 506 三池　 丹揮 22 S 369 堂元　 美佐 35 ☆アマ 長谷川広和 選手

643 益田　 隆司 27 298 松岡美穂子 28 ☆アマ 大岩　 帝仁 選手 544 水野　 成祐 24 S 384 松永　 裕美 37 ☆アマ 梶浦　 雅文 選手

707 曽根　 崇央 30 301 臼井　 晶香 28 ☆アマ 鷲見　 理伯 選手 792 黒川　 　 靖 33 390 河上　 未希 37 ☆アマ 山本　 和紀 選手

S 761 小原　 照之 32 302 敷水恵美子 28 ☆アマ 斉藤　 　 翔 選手 806 正木　 　 裕 34 409 吉川　 朋絵 38 ☆アマ 荒井　 大輝 選手

S 885 平山　 陽一 36 307 岡田　 郁子 29 ☆アマ 登川　 一真 選手 848 吉田　 文啓 35 429 森　 彩奈江 40 ☆アマ 野々山寿光 選手

S 902 玉井慎一郎 37 330 川口富美恵 32 ☆アマ 田代　 寿一 選手 S 905 太田　 隆昌 37 438 香田　 幸子 40 ☆アマ 岡田　 　 誠 選手

927 品田順一郎 37 S 352 姫路　 　 麗 33 ☆アマ 松本　 　 晃 選手 906 富永　 　 尚 37 441 平野　 志帆 41 ☆アマ 田代　 泰裕 選手

S 932 ロバート ･リ ー 38 S 365 名和　 　 秋 35 ☆アマ 加藤　 則幸 選手 908 寺村　 文孝 37 444 鈴木　 理沙 41 ☆アマ 石原　 高晴 選手

934 西川　 　 徹 38 372 板倉奈智美 36 ☆アマ 鮫島　 　 蓮 選手 913 水谷　 孝敏 37 449 宮城　 鈴菜 42 ☆アマ 山内　 博之 選手

S 979 須田　 　 毅 40 S 389 谷川　 章子 37 ☆アマ 菅沼　 公伺 選手 S 931 田形　 研吾 38 S 450 佐藤まさ み 42 ☆アマ 岩切　 政博 選手

S 983 井口　 直之 41 407 アリ ス曲渕 38 ☆アマ 加茂　 政生 選手 949 砂子　 明廣 38 451 望月　 理江 42 ☆アマ 石田　 秀樹 選手

S 995 児島　 都史 41 419 関根　 直子 39 ☆アマ 高橋　 　 通 選手 S 974 永野すばる 40 452 生方千登勢 42 ☆アマ 織田　 真也 選手

1023 岡野　 秀幸 42 445 鈴木　 亜季 41 ☆アマ 岩瀬　 優希 選手 S 978 市原　 竜太 40 459 森田　 和紀 42 ☆アマ 菊地　 勇人 選手

S 1032 工藤　 貴志 42 467 白石　 順子 43 ☆アマ 尾崎　 明仁 選手 1003 小幡　 一晴 41 463 岸田　 有加 43 ☆アマ 中西　 俊裕 選手

1034 土井　 　 貢 42 469 安藤　 　 瞳 43 ☆アマ 手島　 　 駿 選手 1024 大友　 　 仁 42 473 桑原　 澄江 43 ☆アマ 野原　 雄太 選手

S 1050 日置　 秀一 43 470 小林よし み 43 ☆アマ 岩瀬　 勝則 選手 1025 斉藤　 茂雄 42 476 堀内　 　 綾 44 ☆アマ 澤田　 剛宏 選手

1069 津島　 悟志 43 478 小林あゆみ 44 ☆アマ 戸田　 雅人 選手 1026 木村　 広人 42 482 菊地　 　 葵 44 ☆アマ 藤村　 嶺弥 選手

S 1070 呉竹　 博之 43 497 小泉奈津美 46 ☆アマ 中川　 尚紀 選手 1031 井上　 純平 42 484 松下　 聖子 44 ☆アマ 古市　 達也 選手

1092 正田　 晃也 44 S 507 寺下　 智香 47 ☆アマ 稲垣　 祐治 選手 1038 石橋　 　 孝 42 486 田中　 亜実 44 ☆アマ 山田　 拓人 選手

1150 落合　 進治 46 508 若田　 彩実 47 ☆アマ 米村　 和男 選手 S 1046 宮田　 俊輔 43 S 487 大石　 奈緒 45 ☆アマ 林　 　 元輝 選手

S 1160 遠藤　 　 誠 47 514 小久保実希 47 ☆アマ 樋口　 友馬 選手 1052 儀間　 義博 43 488 渡辺けあき 45 ☆アマ 村瀬　 竣哉 選手

1178 平井　 　 翔 47 516 村山　 文佳 47 ☆アマ 近藤　 拓也 選手 1077 堀江　 真一 43 S 490 大根谷　 愛 45 ☆アマ 大塚　 誠一 選手

1180 斉藤　 征哉 47 520 三浦　 美里 47 ☆アマ 田中　 慎吾 選手 S 1078 山本　 　 勲 44 S 491 中野麻理子 45 ☆アマ 西原　 栄起 選手

S 1190 和田　 秀和 48 S 523 内藤真裕実 48 ☆アマ 佐藤　 弘崇 選手 S 1080 河津　 亨至 44 494 桑藤　 美樹 45 ☆アマ 片桐　 晴雄 選手

S 1198 小林　 哲也 48 S 524 山田　 　 幸 48 ☆アマ 近藤　 勇真 選手 S 1085 山下　 昌吾 44 S 499 本間由佳梨 46 ☆アマ 岡井　 勝彦 選手

S 1214 福丸　 哲平 48 S 525 宇山　 侑花 48 ☆アマ 山室　 達雄 選手 1099 津島　 健次 45 500 廣﨑　 彩子 46 ☆アマ 田口　 智博 選手

1225 小森　 清人 49 S 526 久保田彩花 48 ☆アマ 三浦　 修司 選手 S 1101 村上　 拓也 45 513 鶴井　 亜南 47 ☆アマ 犬飼　 健志 選手

1229 上田　 晋也 49 S 528 浅田　 梨奈 48 ☆アマ 大久保雄矢 選手 1117 松本　 智弥 45 515 坂倉にいな 47 ☆アマ 野田　 廉斗 選手

1266 神谷　 昇司 50 529 坂本詩緖里 48 S 1130 岩切　 稔純 46 521 秋光　 　 楓 47

1269 大城ク ラ ウディ オ 51 533 川﨑　 由意 48 1132 佐野　 芳宏 46 522 遠藤　 未菜 47

1271 山下　 陽平 51 540 倉田　 　 萌 48 1148 今泉　 秀規 46 542 小池　 沙紀 49

S 1272 山上　 英章 51 S 543 松尾　 星伽 49 1171 菅原　 晃一 47 S 545 大嶋　 有香 49

1275 稲葉　 竜太 51 544 坂本　 かや 49 1177 中村　 隼也 47 546 星野　 恵梨 49

1280 谷岸　 　 明 51 548 清水　 千恵 49 ☆アマ 堀田　 恵子 選手 S 1191 越後　 裕哉 48 551 西澤　 琴子 49 ☆アマ 林　 　 育美 選手

S 1287 藤井　 信人 52 556 澤田　 春花 49 ☆アマ 北川　 市子 選手 S 1193 斉藤　 琢哉 48 552 船山ビアンカ 49 ☆アマ 近藤　 菜帆 選手

S 1289 谷合　 貴志 52 S 559 霜出　 佳奈 50 ☆アマ 谷原　 美来 選手 1212 市村　 和則 48 554 池畑　 千穂 49 ☆アマ 星野眞由美 選手

S 1291 渡邊　 雄也 52 568 越智　 真南 51 ☆アマ 菅森　 則子 選手 S 1219 川添　 奨太 49 555 大坪菜摘美 49 ☆アマ 早川　 知里 選手

S 1292 三浦　 啓寛 52 570 本橋　 優美 51 ☆アマ 西村　 美幸 選手 S 1220 渡邉　 航明 49 S 557 水谷　 若菜 50 ☆アマ 村田　 百恵 選手

1304 齋藤　 剛一 52 572 チョ ン･ヨ ンヒ ャ ン 51 ☆アマ 上形　 有美 選手 1221 木村弘太郎 49 558 坂倉　 　 凜 50 ☆アマ 土井智恵子 選手

1307 播摩　 友和 52 574 須田久美子 51 ☆アマ 梶田ひかる 選手 1227 鈴木　 崇徳 49 561 髙橋　 美穂 50 ☆アマ 中川みち子 選手

1309 西川　 弘文 52 579 キム･スルギ 52 ☆アマ 入江菜々美 選手 S 1233 斉藤　 祐哉 49 578 キム･ソ ヒ ョ ン 52 ☆アマ 稲葉久見子 選手

1310 笹田　 泰裕 52 ☆アマ 伊藤　 　 愛 選手 1252 門川　 健一 50 ☆アマ 高瀬まゆみ 選手

1312 太田　 　 誠 52 ☆アマ 大久保幸江 選手 1262 川口　 真一 50 ☆アマ 水谷　 貴代 選手

1327 森本　 浩史 53 ☆アマ 日置美保子 選手 S 1267 森本　 健太 51 ☆アマ 縄江　 仁美 選手

1329 馬場　 　 一 53 ☆アマ 黒田　 朱理 選手 1277 小林　 孝至 51 ☆アマ 戸塚　 知菜 選手

S 1338 水本　 有希 53 ☆アマ 日比野あゆみ 選手 1286 本田　 博照 51 ☆アマ 酒井　 　 愛 選手

S 1345 甘糟　 翔太 54 ☆アマ 河村　 明子 選手 S 1288 髙田　 浩規 52 ☆アマ 辻　 　 綾乃 選手

1348 佐藤　 昌徳 54 ☆アマ 伊東　 万織 選手 1290 梶田　 朋寛 52 ☆アマ 住田さ おり 選手

S 1349 入口　 光司 54 1302 長岡　 義一 52

1357 大西　 翔太 54 S 1314 児玉　 侑樹 52

1358 角戸　 英隆 54 S 1315 一谷　 知広 52

S 1361 堀ノ 内智大 54 S 1343 平岡　 勇人 53

S 1368 志摩竜太郎 55 1344 竹本　 圭実 54

1370 新城　 一也 55 S 1352 ブラ イ アン・ グリ ーンウッ ド 54

1372 戸辺　 　 誠 55 1353 望月　 大士 54

1394 藤村　 隆史 57 1364 渡邊虎太郎 54

1395 佐藤　 貴啓 57 S 1369 木田　 大輔 55

1399 神山　 　 匠 57 1371 澁谷　 知仁 55

1400 江川　 　 司 57 1376 松田　 力也 56

1405 湯浅　 敬太 57 1392 松浦　 和彦 56

1413 太田　 　 快 57 S 1396 北原　 泰輔 57

1414 山田　 成人 58 1415 チャ ン･ヒ ウン 58

1418 助川　 利都 58 1417 畠山　 正寛 58

中日杯 ２ ０ １ ９ 東海オープンボウリ ングト ーナメ ント
本大会男女出場プロ＆アマ 予選シフ ト 表

予選Ａ シフ ト 予選Ｂ シフ ト
男子出場プロ 70名 女子出場プロ 48名 男子出場アマ35名 男子出場プロ 70名 女子出場プロ 48名 男子出場アマ35名

アマチュ ア選手名 アマチュ ア選手名

ﾗｲｾﾝｽ№ ﾗｲｾﾝｽ№ アマチュ ア選手名 アマチュ ア選手名

女子出場アマ15名 女子出場アマ15名
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