
◎アマチュアのみのチーム

受付
Ｎｏ.

1 ボウルスター ※ｱﾏ 笠原　浩一 ※ｱﾏ 笠原　　大 ※ｱﾏ 高橋　直也 ※ｱﾏ 小倉　敬史

2 じゃがですよ！ ※ｱﾏ 甲地　悠人 ※ｱﾏ 村瀬　大河 ※ｱﾏ 村瀬　大地 ※ｱﾏ 加藤　勇紀

3 虹色ドラゴンズ ※ｱﾏ 勝連　正樹 ※ｱﾏ 當山　　海 ※ｱﾏ 堀之内義樹 ※ｱﾏ 静　健太郎

4 L2R2 ※ｱﾏ 田口　智博 ※ｱﾏ 笹尾　陽一 ※ｱﾏ 今市　信二 ※ｱﾏ 兼松　　光

5 たこやき ※ｱﾏ 多々良英矢 ※ｱﾏ 久米　光一 ※ｱﾏ 万代　康成 ※ｱﾏ 尾崎　明仁

6 中コローズ ※ｱﾏ 金井　良介 ※ｱﾏ 橋谷慎太郎 ※ｱﾏ 大倉　一豊 ※ｱﾏ 森　　和幸

7 チームゆーじろー ※ｱﾏ 佐野　祐基 ※ｱﾏ 稲垣　祐治 ※ｱﾏ 坂倉　隆司 ※ｱﾏ 杉本　哲也

8 TEAM ATSUSHI ※ｱﾏ 伊吹　太陽 ※ｱﾏ 千葉　鉄也 ※ｱﾏ 堤　　祐樹 ※ｱﾏ 斎藤　祐太

9 TeamSBC ※ｱﾏ 澤村　智彰 ※ｱﾏ 今井　千幸 ※ｱﾏ 富田　博道 ※ｱﾏ 堀江真一朗

10 福 ※ｱﾏ 中野　輝志 ※ｱﾏ オオカド　ユウキ ※ｱﾏ 中野　良平 ※ｱﾏ 竹中　雄一

11 チーム（の） ※ｱﾏ 大林　　稔 ※ｱﾏ 鬼頭　健一 ※ｱﾏ 玉腰　知玄 ※ｱﾏ 日野　代揮

12 渋谷発!!ショウンダーズ ※ｱﾏ 倉澤　智則 ※ｱﾏ 山口　　徹 ※ｱﾏ 福田　健一 ※ｱﾏ 佐藤  健二

13 お台場直球団プラス1 ※ｱﾏ 松木　敏幸 ※ｱﾏ 一ノ瀬　靖 ※ｱﾏ 城野　敏明 ※ｱﾏ 吉村　裕貴

14 Typhoon SE ※ｱﾏ 大山　　剛 ※ｱﾏ 野村　幸助 ※ｱﾏ 国吉　　力 ※ｱﾏ 水谷　亮太

15 北海道クラシッククラブ道央支部 ※ｱﾏ 佐藤文次郎 ※ｱﾏ 奈良　　寛 ※ｱﾏ 佐藤　翔太 ※ｱﾏ 石丸　雅浩

16 チームオレンジ ※ｱﾏ 有賀　貴文 ※ｱﾏ 中川　幾嗣 ※ｱﾏ 加藤　大祐 ※ｱﾏ 澤崎　　宰

17 バラエティー ※ｱﾏ 伊藤　康宏 ※ｱﾏ 西村　克哉 ※ｱﾏ 戸谷　公男 ※ｱﾏ 河村　利也

18 セブンテンズ2 ※ｱﾏ 藤本　裕文 ※ｱﾏ 倉橋　大樹 ※ｱﾏ 中西　孝憲 ※ｱﾏ 畑　　茂雄

19 Ds ※ｱﾏ 小原　一晃 ※ｱﾏ 柳田　啓佑 ※ｱﾏ 北尾　一浩 ※ｱﾏ 菊田　　樹

20 ASBC ※ｱﾏ 了舟樹美寿 ※ｱﾏ 寺下　隆行 ※ｱﾏ 岩間　　巧 ※ｱﾏ 小田凉太郎

21 中山律子ファミリーＡ ※ｱﾏ 石田　二郎 ※ｱﾏ 宮田　賢司 ※ｱﾏ 水上　和彦 ※ｱﾏ 古居　保憲

22 ほんなら行って来るでしょ ※ｱﾏ 青木　　誠 ※ｱﾏ 鈴木　博明 ※ｱﾏ 宇野　雅史 ※ｱﾏ 曽我　亮太

23 TEAM T☆O☆C (A) ※ｱﾏ 清水　智幸 ※ｱﾏ 十文字利夫 ※ｱﾏ 髙橋　　匠 ※ｱﾏ 吉羽　勝輝

24 ABBF豊中支部アルゴ ※ｱﾏ 堀田　悠次 ※ｱﾏ 板垣昌一郎 ※ｱﾏ 久保　健太 ※ｱﾏ 呉屋祐太郎

25 ドラゴンボウル ※ｱﾏ 永吉　盛洋 ※ｱﾏ 池原　康之 ※ｱﾏ 古堅　浩史 ※ｱﾏ 豊里　　司

26 K2OH ※ｱﾏ 日比野高志 ※ｱﾏ 太田　旭浩 ※ｱﾏ 梶浦　雅文 ※ｱﾏ 加藤　哲平

27 アールダブリュウ ※ｱﾏ 佐藤　俊平 ※ｱﾏ 青山　拓也 ※ｱﾏ 佐藤　幸也 ※ｱﾏ 田中　康雅

28 零 ※ｱﾏ 加藤　　慧 ※ｱﾏ 山本　和紀 ※ｱﾏ 今井　一貴 ※ｱﾏ 長谷川士朗

29 チームコソ練 ※ｱﾏ 鈴木　幸三 ※ｱﾏ 加藤　孝宗 ※ｱﾏ 大河内克彦 ※ｱﾏ 野村　裕太

30 帰って来た裕太郎 ※ｱﾏ 石松三千範 ※ｱﾏ 犬飼　健志 ※ｱﾏ 池野　智也 ※ｱﾏ 山田裕太郎

31 STORM RIDER ※ｱﾏ 渡邉佑太郎 ※ｱﾏ 西野　昭一 ※ｱﾏ 田鎖　悠斗 ※ｱﾏ 佐藤　　光

32 セブンテンズ3 ※ｱﾏ 伊藤　弘晃 ※ｱﾏ 住友　翔一 ※ｱﾏ 村永　一樹 ※ｱﾏ 大庭　弘義

33 中山律子ファミリーＢ ※ｱﾏ 牧野　　章 ※ｱﾏ 星野　充佳 ※ｱﾏ 伊藤　　学 ※ｱﾏ 小島　泰英

34 ABC ※ｱﾏ 津田　龍浩 ※ｱﾏ 辻　　拓也 ※ｱﾏ 種尾　智徳 ※ｱﾏ 船戸　祐一

申込み先着下記３４チームは出場確定です。エントリーフィーの入金は４名分まとめて

下記期限までにお願いします。

　※シフト決定は、希望シフトをもとに実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

第42回STORMジャパンオープンボウリング選手権
男子アマチーム エントリー状況　８月２８日１７時現在（エントリー〆切り 9月6日(金)午後5時）

　入金期限：９月２０日（金）まで　※振込の際はチームキャプテン氏名の前に受付No.の入力をお願い致します｡

◎アマチュアのみのチーム（男子） ※出場確定



◎アマチュアのみのチーム

受付
Ｎｏ.

1
蜂のように舞い、蝶のように刺す！
先手必笑の女子たちに笑利の女神が

舞い降りるんでありんす！
※ｱﾏ 岩元美咲希 ※ｱﾏ 川邊　真央 ※ｱﾏ 石田　若菜 ※ｱﾏ 佐藤　青空

2 ゆりなの頬っぺ ※ｱﾏ 谷原　美来 ※ｱﾏ 幸木百合菜 ※ｱﾏ 水野　敦子 ※ｱﾏ 塚崎　詞子

3 ☆いろとりどり★ ※ｱﾏ 伊藤　　愛 ※ｱﾏ 粟飯原美奈恵 ※ｱﾏ 吉田まゆみ ※ｱﾏ 伊藤　良美

4 アイキョーGirls猫派☆ ※ｱﾏ 杉村　洋子 ※ｱﾏ 高瀬智香子 ※ｱﾏ 山口友姫菜 ※ｱﾏ 山本　友美

5 シャンパーニュ ※ｱﾏ 今井　靖香 ※ｱﾏ 松浦　淳子 ※ｱﾏ 上形　有美 ※ｱﾏ 西村　美幸

6 あやねちゃん親衛隊2 ※ｱﾏ 新舎菜々美 ※ｱﾏ 村上　愛実 ※ｱﾏ 高良　綾音 ※ｱﾏ 藤原　聖佳

7 TEAM T☆O☆C レディース ※ｱﾏ 河東　嘉子 ※ｱﾏ 東田　志帆 ※ｱﾏ 十文字由美 ※ｱﾏ 是安　浩子

8 トマト　de　リコピン ※ｱﾏ 田村　千紘 ※ｱﾏ 竜田　美咲 ※ｱﾏ 大原　高子 ※ｱﾏ 田村　典子

9 キャッツフォー ※ｱﾏ 高橋　栄子 ※ｱﾏ 植松里江子 ※ｱﾏ 佐野　玲子 ※ｱﾏ 益田　妙子

10 Venus ※ｱﾏ 山本　千鶴 ※ｱﾏ 蟹江　仁美 ※ｱﾏ 加藤　洋子 ※ｱﾏ 大井　由香

11 鷹ガール!熱こ ※ｱﾏ 梶原　教子 ※ｱﾏ 浦　　澄栄 ※ｱﾏ 中原ちのり ※ｱﾏ 有川　美也

12 ガンバレ！209 ※ｱﾏ 高橋　弘美 ※ｱﾏ 安井　由美 ※ｱﾏ 新西　智子 ※ｱﾏ 加藤和歌子

13 Mon Ami ※ｱﾏ 佐藤　明美 ※ｱﾏ 伊藤　昌子 ※ｱﾏ 宮崎みづほ ※ｱﾏ 高野　恵美

14 美*微*火魔女60’S ※ｱﾏ 菊地　教子 ※ｱﾏ 矢島　敏子 ※ｱﾏ 木村　嘉代 ※ｱﾏ 林　　明美

15 北海道クラシッククラブ道央支部 ※ｱﾏ 原谷ひふみ ※ｱﾏ 下山　里江 ※ｱﾏ 北嶋　佳代 ※ｱﾏ 畠山　結衣

16 昭和のJKと令和のJK ※ｱﾏ 津田　　薫 ※ｱﾏ 大野　香代 ※ｱﾏ 坂野ニイナ ※ｱﾏ 八木　彩夏

第42回STORMジャパンオープンボウリング選手権
女子アマチーム エントリー状況　８月２８日１７時現在（エントリー〆切り 9月6日(金)午後5時）

　入金期限：９月２０日（金）まで　※振込の際はチームキャプテン氏名の前に受付No.の入力をお願い致します｡

◎アマチュアのみのチーム（女子）※出場確定

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

下記期限までにお願いします。

申込み先着下記１６チームは出場確定です。エントリーフィーの入金は４名分まとめて


