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ﾁｰﾑ 受付 ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ
数 Ｎｏ. No. No. No. No.

1 1 とりあえず曲げる。 ※ｱﾏ 西連地悠斗 ※ｱﾏ 高見　健太 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥 1377 羽賀　秀和

2 2 ボウリングピン愛護協会 北九州支部 1323 牧野　　司 ※ｱﾏ 福原　　尊 ※ｱﾏ 宮脇　信哉 ※ｱﾏ 安達　悠汰

3 3 曲がるんかな？ 1315 一谷　知広 ※ｱﾏ 内藤　重信 ※ｱﾏ 古野　和孝 ※ｱﾏ 下河　利史

4 4 新サウンドボウル ※ｱﾏ 高平　雄生 1375 佐藤　修斗 1417 畠山　正寛 ※ｱﾏ 斎藤　理恩

5 5 team oh~yeah~ ※ｱﾏ 戸島　英喜 849 喜多　大介 ※ｱﾏ 小笠原敏晴 779 小山　泰正

6 6 アイキョーボウル ※ｱﾏ 岡田　勝利 ※ｱﾏ 山本　文保 ※ｱﾏ 重見　康浩 1252 門川　健一

7 7 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

8 9 表彰式はタンタグラッツェで 1150 落合　進治 ※ｱﾏ 油原泰一朗 ※ｱﾏ 秋山　寿光 1153 江村　　学

9 10 弾丸ファイター 1405 湯浅　敬太 ※ｱﾏ 井本　一成 ※ｱﾏ 前川　克彦 1271 山下　陽平

10 11 藪山柳田 ※ｱﾏ 藪下　俊幸 858 山本　　浩 ※ｱﾏ 柳川　弘行 931 田形　研吾

11 12 ターキーズ 1245 大関　隆之 ※ｱﾏ 森田　智則 ※ｱﾏ 坪井　亮太 870 坪井　　実

12 13 一番打てなかった人が焼肉おごる 1291 渡邊　雄也 ※ｱﾏ 中根　啓貴 ※ｱﾏ 板倉　　満 ※ｱﾏ 山本　大貴

13 14 やったるJ ※ｱﾏ 城戸　尚貴 ※ｱﾏ 南　　玲良 ※ｱﾏ 入江　俊英 1177 中村　隼也

14 15 ぴゃまぴゃま ※ｱﾏ 小間　克己 1341 榎　　大成 ※ｱﾏ 山口　拓朗 1343 平岡　勇人

15 16 TEAM  T☆O☆C　(B) 1055 鈴木　辰哉 ※ｱﾏ 上村　　悟 ※ｱﾏ 清水　智幸 ※ｱﾏ 十文字利夫

16 17 『今日の石P』at 稲沢 ※ｱﾏ 松原　　聡 1385 山本　一貴 ※ｱﾏ 草野　元延 944 石野　　宏

17 18 梶部屋 ※ｱﾏ 田中　義一 1074 道菅　　真 ※ｱﾏ 新舎　拓巳 860 梶　　義宏

18 19 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

19 20 倒柱戦隊ボウレンジャー 1023 岡野　秀幸 ※ｱﾏ 菊地　勇人 ※ｱﾏ 林　　信彦 1038 石橋　　孝

20 21 ファンタスティック４アゲイン ※ｱﾏ 宮地　　優 ※ｱﾏ 堤　　泰三 ※ｱﾏ 小須田　猛 486 大谷内高志

21 22 ボウリング マスターズからレーン移動 ※ｱﾏ 植田　貴博 ※ｱﾏ 菊谷　　準 ※ｱﾏ 宮下　　剛 566 上原　正雄

22 24 ＴＥＡＭ　ＡＩＫＹＯ ※ｱﾏ 黒木　智雄 ※ｱﾏ 相関　周一 ※ｱﾏ 大川　　聡 544 水野　成祐

23 25 オールスターリーグ2019 443 平田　三男 ※ｱﾏ 加藤　秀和 ※ｱﾏ 高須　　覚 ※ｱﾏ 松浦　高久

24 26 ジュニア？にお任せ！ ※ｱﾏ 大澤　章浩 1284 北川　健一 ※ｱﾏ 谷口　悠斗 1229 上田　晋也

25 27 牧野松園ボウル＆アルゴセブン ※ｱﾏ 鈴木　　昭 1006 真井　寛樹 ※ｱﾏ 長島　則夫 1080 河津　亨至

26 28 teamヨンブリ 2019 ※ｱﾏ 山田　義裕 1272 山上　英章 ※ｱﾏ 原　　隆典 777 内山　智明

27 29 ギリギリボーイズ 1412 田原　寛貴 ※ｱﾏ 小原　貴彦 ※ｱﾏ 飯塚　幹幸 ※ｱﾏ 朝川　卓也

28 30 浦学SC 1361 堀ノ内智大 ※ｱﾏ 古畑　和輝 ※ｱﾏ 本橋　竜輔 1389 川口　健太

29 31 打倒、佐藤常務！！ ※ｱﾏ 新畑　雄飛 ※ｱﾏ 東海　　純 ※ｱﾏ 石川　裕大 1398 福田　尊仁

30 32 チーム☆ノリダー 667 中山　範彦 ※ｱﾏ 中山宏二郎 ※ｱﾏ 並里　太市 ※ｱﾏ 近藤　亮二

31 33 1/4096 ※ｱﾏ 高田　　学 930 勢力　優之 ※ｱﾏ 鶴　健太郎 ※ｱﾏ 湯浅　　徹

32 34 トマタン ※ｱﾏ 和田　篤史 ※ｱﾏ 富樫　利明 ※ｱﾏ 大原　正嗣 641 北野　周一

33 35 2山／２静 ※ｱﾏ 浅原　孝充 517 平尾　　勉 ※ｱﾏ 櫻井　　昇 ※ｱﾏ 沖村　　孝

氏名④

　　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｡

◎プロが含まれるチーム（男子） 

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③

第42回STORMジャパンオープンボウリング選手権

男子出場プロチームリスト

　　※2018最終ポイントランキング順(チーム上位者優先)により下記１８２チーム(スポンサー

　　※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。

　　※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。

　　　特別推薦２チーム含む)は出場確定です｡
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34 36 タンスにモンモン  シナモンモン ※ｱﾏ 塚越  翔太 ※ｱﾏ 山下  諄也 ※ｱﾏ 山下  博也 1091 佐取　　賢

35 37 T.M.G ※ｱﾏ 川南由起男 644 玉置幸一郎 ※ｱﾏ 坂本　和幸 18 矢島　純一

36 38 コロカナ 1169 田倉　幸則 ※ｱﾏ 中田　英一 1386 加藤翔太郎 ※ｱﾏ 川久保仁史

37 39 チーム川村 ※ｱﾏ 杉野　正樹 835 中平　幸男 ※ｱﾏ 堀　　秀行 664 川村　直樹

38 40 アイキョーオオカミ ※ｱﾏ 西澤　寛希 ※ｱﾏ 遠藤　龍飛 ※ｱﾏ 奈良輪竜也 548 工藤　博充

39 41 マイペースからの脱却 ※ｱﾏ 西村伊佐夫 1301 加藤　隆広 ※ｱﾏ 浦川　　毅 1117 松本　智弥

40 42 キムチ丼大盛り！ 1328 小林　龍一 ※ｱﾏ 稲葉　貴久 ※ｱﾏ 飯島　祥行 1121 鈴木　勇太

41 43 アートプリントＡｉと奴隷 ※ｱﾏ 山本　一俊 521 坂田　重徳 ※ｱﾏ 原科　三雄 ※ｱﾏ 宮田　智成

42 44 表彰式は竹若で 575 佐藤　　清 ※ｱﾏ 水野　達哉 ※ｱﾏ 小林　志郎 572 横川　義雄

43 45 チーム江の島Ａ 1345 甘糟　翔太 ※ｱﾏ 菅野　直人 ※ｱﾏ 羽ヶ崎匠海 1350 山中　　悟

44 46 哲子 ※ｱﾏ 荒井　　正 1403 柿沼　貴史 ※ｱﾏ 草山　哲也 1406 原田　裕史

45 47 チーム黒バス ※ｱﾏ 小幡　章夫 1034 土井　　貢 ※ｱﾏ 酒井　孝司 ※ｱﾏ 高橋　　通

46 48 あいきょーち～む ※ｱﾏ 嶋田　　司 ※ｱﾏ 佐藤　　学 ※ｱﾏ 和田　広規 1384 水野　耕佑

47 49 金子p以外が頑張る! ※ｱﾏ 渡邊　　亮 ※ｱﾏ 関谷　啓ニ 1242 金子　勇太 ※ｱﾏ 高橋　恭介

48 50 WAVE 1399 神山　　匠 ※ｱﾏ 大瀧　裕貴 435 長谷　　宏 ※ｱﾏ 松浦　　功

49 51 レーンクラッシャーズ ※ｱﾏ 平中　亮輔 ※ｱﾏ 山口　雄也 ※ｱﾏ 戸田　雅人 1310 笹田　泰裕

50 52 Ｇ3ズ＋1 1391 田中　直樹 ※ｱﾏ 吉沢　　満 ※ｱﾏ 関口　　力 478 蒲生　　敬

51 53 ホリエジャパン ※ｱﾏ 西島　浩一 1149 榎本　浩也 ※ｱﾏ 大貫　大介 1077 堀江　真一

52 54 あすみが丘ファミリ－ボウルＡ ※ｱﾏ 吉野　政弘 ※ｱﾏ 井口　政直 ※ｱﾏ 渡邉　富之 1009 鈴木　隆之

53 55 OTTY 905 太田　隆昌 ※ｱﾏ 太田　　誠 ※ｱﾏ 溝尾　泰蔵 ※ｱﾏ 戸部　哲郎

54 56 花島パークレーンズ ※ｱﾏ 笹島新太郎 1312 太田　　誠 ※ｱﾏ 入江　健太 1304 齋藤　剛一

55 57 リラックス2019 813 豊田　　清 ※ｱﾏ 澤田　隆一 ※ｱﾏ 中村　四郎 1300 藤井　大輔

56 58 Team KING ※ｱﾏ 淺川　啓大 1219 川添　奨太 ※ｱﾏ 中野　勝仁 288 酒井　武雄

57 59 名古屋グランドボウル ※ｱﾏ 松本　　晃 ※ｱﾏ 神谷　正浩 ※ｱﾏ 斉藤　　翔 1025 斉藤　茂雄

58 60 高Ｐと島根の強豪達 1321 髙品　康成 ※ｱﾏ 錦織　　秀 ※ｱﾏ 錦織　宏明 ※ｱﾏ 勝部　祐希

59 61 小嶺シティボウル 368 柴田　英徳 ※ｱﾏ 前畑　利樹 347 原田　招雄 ※ｱﾏ 井上　優智

60 62 超人ヒロム 1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 森下  元喜 1190 和田　秀和 ※ｱﾏ 田野岡 大夢

61 63 アートプリントAi藤枝 900 糸山賀津人 ※ｱﾏ 田中　俊樹 ※ｱﾏ 鈴木　宏樹 ※ｱﾏ 和田　大紀

62 64 GO ACE ※ｱﾏ 大山　愁人 908 寺村　文孝 ※ｱﾏ 吉村　亮星 902 玉井慎一郎

63 65 Team”1/8192” ※ｱﾏ 前田　祐輔 ※ｱﾏ 高橋　晃大 ※ｱﾏ 荒金　千真 920 桜庭　良弘

64 66 ももたろう ※ｱﾏ 林　　正人 ※ｱﾏ 原口　　治 ※ｱﾏ 矢島　満博 850 高橋　桃也

65 67 ガラクタ　ジェネレーションズ ※ｱﾏ 加茂　政生 ※ｱﾏ 前新　秀雅 ※ｱﾏ 田森　　豪 390 宮内圭次郎

66 68 りゅーの大冒険 1368 志摩竜太郎 ※ｱﾏ 上原　朋久 ※ｱﾏ 古荘　　豊 ※ｱﾏ 西谷　聡太
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67 69 サンライズ ※ｱﾏ 近田　祐介 570 山本　勝利 ※ｱﾏ 神谷　悠里 431 吉川　邦男

68 70 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

69 71 いつやるの？今井でしょ! 950 今井　秀和 ※ｱﾏ 西ノ平美広 ※ｱﾏ 田中　淳一 ※ｱﾏ 下川　　靖

70 72 トラベリンバス ※ｱﾏ 鈴木　大貴 ※ｱﾏ 三浦　範浩 ※ｱﾏ 櫻井　渉太 1364 渡邊虎太郎

71 73 チームHMG 515 木村　紀夫 ※ｱﾏ 斎藤　哲弘 561 澤田　哲司 ※ｱﾏ 宮越　健一

72 74 三浦動物園 ※ｱﾏ 矢代　信幸 ※ｱﾏ 三浦　光夫 ※ｱﾏ 吉原　正明 787 鈴木　好人

73 75 Team TAMIKI 1330 浅尾　慎司 ※ｱﾏ 米村　和男 ※ｱﾏ 米村　公希 506 三池　丹揮

74 76 ダメダメエース! ※ｱﾏ 醍醐　達雄 992 山能　健之 ※ｱﾏ 野瀬　修司 912 中沢　　奨

75 77 正田晃也厩舎 ※ｱﾏ 町山辰一郎 1046 宮田　俊輔 ※ｱﾏ 沼尻　和明 1092 正田　晃也

76 78 HEKIチャンネル ※ｱﾏ 大岩　帝仁 ※ｱﾏ 鷲見　理伯 ※ｱﾏ 高木　　祐 1050 日置　秀一

77 79 東京ポートボウル 1369 木田　大輔 ※ｱﾏ 三宅　佑典 ※ｱﾏ 三富　正樹 1353 望月　大士

78 80 Team STEEL 932 ロバート･リー ※ｱﾏ 矢部圭司郎 ※ｱﾏ 加山　峰之 918 中野　和弘

79 81 あべんじゃ～ず ※ｱﾏ 西山　翔悟 1287 藤井　信人 ※ｱﾏ 杉崎　　隆 1289 谷合　貴志

80 82 両手３人＋巨人 ※ｱﾏ 植松　智之 ※ｱﾏ 村上　太一 1370 新城　一也 ※ｱﾏ 岡田　海人

81 83 お前はまだグンマを知らない 1395 佐藤　貴啓 ※ｱﾏ 三友　淳史 ※ｱﾏ 佐藤　雄偉 ※ｱﾏ 宮内　康生

82 84 Tomodachi lanes 1032 工藤　貴志 ※ｱﾏ はぎお かずみ 1352 ブライアン･グリーンウッド ※ｱﾏ ハーレイ･ヘンドレン

83 85 いちはち ※ｱﾏ 濱野　洋介 ※ｱﾏ 斉藤　善裕 ※ｱﾏ 岩田　勝視 1394 藤村　隆史

84 86 ＴＥＡＭ　ＭＩＺＵＰ 913 水谷　孝敏 ※ｱﾏ 亀井　浩平 ※ｱﾏ 竹内　　淳 ※ｱﾏ 古市　達也

85 87 Ｔｅａｍミスターボウリング ※ｱﾏ 三浦　修司 450 佐々木秀雄 ※ｱﾏ 山室　達雄 3 岩上　太郎

86 88 エーツー ※ｱﾏ 東　　莉大 445 青木　彰彦 ※ｱﾏ 大塚　誠一 819 鈴木　元司

87 89 ファイヤーワールド ※ｱﾏ 坂田　光邦 1184 石川　　亨 ※ｱﾏ 石田　正人 864 丸橋　了三

88 90 金華山 ※ｱﾏ 森　　裕雅 ※ｱﾏ 渡辺　浩一 ※ｱﾏ 日比野佳之 167 星野　宏幸

89 91 永山コパボウルAチーム ※ｱﾏ 中川　　誠 1148 今泉　秀規 ※ｱﾏ 中山　健一 1182 門奈　大介

90 92 例え地球が壊れても投げ続け隊 ※ｱﾏ 山田　葉一 ※ｱﾏ 山本　　透 ※ｱﾏ 鈴木　政和 1114 小泉　秀幸

91 93 Ｎ・ＫＯＢＥ 1124 尾西　健太 ※ｱﾏ 今井　康雄 442 西村　邦彦 ※ｱﾏ 辻永　一彦

92 94 シライズム ※ｱﾏ 大月　光浩 1132 佐野　芳宏 1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 白井　康介

93 95 GGG ※ｱﾏ 中尾　佑輝 1052 儀間　義博 ※ｱﾏ 新垣　直樹 ※ｱﾏ 儀間　徳博

94 96 チームＯＢＬ ※ｱﾏ 加藤　吉則 ※ｱﾏ 畠山　増巳 ※ｱﾏ 渡辺　輝一 1022 黒田　仙雄

95 97 水ナス ※ｱﾏ 深田　晃輔 ※ｱﾏ 松本　吉広 ※ｱﾏ 上村　健一 1397 北野　優輝

96 98 ＳＥＸＹのぐち　ｗｉｔｈ ３Ｓ 1016 野口　博樹 ※ｱﾏ 齋藤　裕也 ※ｱﾏ 齋藤　亮太 927 品田順一郎

97 99 俺たちが絶対なのだ ※ｱﾏ 青木　雅和 1220 渡邉　航明 ※ｱﾏ 川原　慎也 1133 菊池　正義

98 101 TEAM TACHIBANA WITH A ※ｱﾏ 大槻　隼也 ※ｱﾏ 奥山　　命 ※ｱﾏ 佐藤太一郎 1085 山下　昌吾

99 102 ＫＳＮＹチーム ※ｱﾏ 小林　貴司 479 栴檀　　稔 ※ｱﾏ 中場　　勉 349 山崎　行夫
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第42回STORMジャパンオープンボウリング選手権

男子出場プロチームリスト

　　※2018最終ポイントランキング順(チーム上位者優先)により下記１８２チーム(スポンサー
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　　　特別推薦２チーム含む)は出場確定です｡

100 103 チームユーズ 558 星加　　猛 ※ｱﾏ 有本　武志 1120 松下　周平 ※ｱﾏ 大澤　　誠

101 104 ギミック1 ※ｱﾏ 増田　高英 1290 梶田　朋寛 ※ｱﾏ 石川　巧真 1305 山川　尚晴

102 105 三菱自工水島 1208 中内　明弘 ※ｱﾏ 加内　　豊 ※ｱﾏ 城山　大樹 ※ｱﾏ 中川　謙司

103 106 ヤス坊&べっち－ず ※ｱﾏ 浦部　年男 897 池元　克美 ※ｱﾏ 竹崎　寿征 793 岩楯　泰彦

104 107 SDHD☆45 ※ｱﾏ 山本　智哉 1099 津島　健次 ※ｱﾏ 大下　耕平 1101 村上　拓也

105 108 枚方アベンジャーズ 1221 木村弘太郎 ※ｱﾏ 後藤　秀徳 ※ｱﾏ 井上　信也 ※ｱﾏ 下家　清義

106 109 両手投げとウレタン ※ｱﾏ 深山　碧巴 1418 助川　利都 ※ｱﾏ 濱名　晃司 1267 森本　健太

107 110 REVENGERS 994 田中　康男 ※ｱﾏ 森川　勇治 ※ｱﾏ 我妻　孝勇 1145 棚橋　孝太

108 111 ゴールデンブーム ※ｱﾏ 西尾　直史 1340 広瀬　恭平 1308 宇田　　輝 ※ｱﾏ 岡水　博志

109 114 スピードグラフィックス ※ｱﾏ 人見亮太朗 1159 人見啓二朗 ※ｱﾏ 鈴木　博樹 ※ｱﾏ 平良　隼人

110 115 オサム&トシヒロ&ゆかいなツバサ達 ※ｱﾏ 吉成　　翼 ※ｱﾏ 山崎　　収 ※ｱﾏ 松浦　和広 1081 土谷　　翼

111 116 東京ポートボウル×プロショップナカライ 1041 戸井健太郎 ※ｱﾏ 山口　　堯 ※ｱﾏ 望月　義宣 312 半井　　清

112 117 RAKUして打ちたいZO ※ｱﾏ 水野　優亮 1372 戸辺　　誠 ※ｱﾏ 南　　英典 1390 吉野　浩章

113 118 チーム900 医龍 1407 吉田　　翔 ※ｱﾏ 田伏　順三 ※ｱﾏ 浅山　諒智 658 西村　　了

114 119 TSUBAKI ※ｱﾏ 大上　智史 ※ｱﾏ 島本　昭宏 1268 松本　貴臣 ※ｱﾏ 中江　文義

115 120 新狭山親衛隊 ※ｱﾏ 鎌田　武男 1262 川口　真一 ※ｱﾏ 佐久間　忍 1053 会田　啓介

116 121 がまだせ熊本！山口より応援 928 楢崎　信二 ※ｱﾏ 兼森　　剛 ※ｱﾏ 後田　秀行 1286 本田　博照

117 122 アソビックスびさい ※ｱﾏ 林　　元輝 848 吉田　文啓 ※ｱﾏ 近藤　真一 ※ｱﾏ 森　　清隆

118 123 口癖はドハイスコ 1314 児玉　侑樹 ※ｱﾏ 堂元　孝修 ※ｱﾏ 平松　健二 1351 井上　信吾

119 124 typhoon＆稲沢です！！ ※ｱﾏ 加藤　貴之 1205 阿部　基成 1167 岩瀬　一真 ※ｱﾏ 鈴木　清高

120 125 パインビレッジ ※ｱﾏ 村野　渉吏 ※ｱﾏ 村野　茂二 ※ｱﾏ 松下　昭史 1281 松岡　秀法

121 126 ゴルゴ13 352 貞松　保行 ※ｱﾏ 手塚　　泰 ※ｱﾏ 鈴木　清志 1195 藤井　一浩

122 127 GANEGUCHI ※ｱﾏ 山崎　吉範 1013 小金　正治 ※ｱﾏ 伊藤宗一郎 1349 入口　光司

123 128 腹黒トンボ2 ※ｱﾏ 吉井　大生 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 岩満　　健 ※ｱﾏ 白間　海渡

124 129 ２９８翠 ※ｱﾏ 山田　　裕 ※ｱﾏ 奥田　竜眞 ※ｱﾏ 篠田　晃一 1366 嶋田　佑介

125 130 BUHＫ 1306 別所　　翼 ※ｱﾏ 臼井　公ニ ※ｱﾏ 日比　正裕 995 児島　都史

126 131 石原軍団 ※ｱﾏ 清水　貴久 K108 ジョン･テハ ※ｱﾏ 児島　道浩 344 石原　章夫

127 132 笹塚ボウル ※ｱﾏ 本田　　豊 ※ｱﾏ 長谷川文弘 ※ｱﾏ 井口　遼太 983 井口　直之

128 133 CoCoレーン松本 1411 原田　　岳 ※ｱﾏ 武井　弘司 ※ｱﾏ 馬留　久志 553 太田　　潔

129 134 JTBA 1358 角戸　英隆 ※ｱﾏ 中嶋　勇介 892 高城　明文 ※ｱﾏ 川西　正顕

130 136 ＮＯストライクＮＯライフ ※ｱﾏ 井上　義範 ※ｱﾏ 石原　啓行 ※ｱﾏ 塚本　勝利 1402 浅井　康希

131 137 ひでぼーにお任せ!! ※ｱﾏ 阿部　航希 974 永野すばる ※ｱﾏ 坂本　就馬 ※ｱﾏ 畑　　秀明

132 138 チーム延明プロ 1401 畑野　健人 ※ｱﾏ 中谷　晃生 ※ｱﾏ 渋谷晃次郎 514 高橋　延明
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　　※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。
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133 139 村上ブラザーズ 1109 川島　賢治 ※ｱﾏ 村上　悦男 ※ｱﾏ 村上　武男 979 須田　　毅

134 140 iチャンネル 1329 馬場　　一 ※ｱﾏ 西本　宗太 1327 森本　浩史 ※ｱﾏ 田中　清隆

135 141 HAOO ※ｱﾏ 久田　藤也 ※ｱﾏ 青木　正男 ※ｱﾏ 逢坂　貴将 1357 大西　翔太

136 142 kato p world ※ｱﾏ チェ･ヨンヒョン 1066 加藤　祐哉 ※ｱﾏ 森　　高義 1125 相澤　英昭

137 143 チームSUNAKO 1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 照井　一央 ※ｱﾏ 大城　和真 949 砂子　明廣

138 144 花屋カフェトラジェ ※ｱﾏ 袖之　　昭 964 大宮亜津志 ※ｱﾏ 山崎　　直 761 小原　照之

139 145 菅原興業 ※ｱﾏ 瀬野　和博 1064 菅原　秀二 ※ｱﾏ 小西　菖平 1031 井上　純平

140 146 BASIS RACING ※ｱﾏ 小林　浩一 888 谷口　　隆 ※ｱﾏ 大角　光司 1382 南雲　順司

141 147 MOMT ※ｱﾏ 松尾　淳志 647 大月　　仁 ※ｱﾏ 田代　　誠 643 益田　隆司

142 148 ナノデス開発部 1322 橋本　芳史 ※ｱﾏ 小菅　雅孝 ※ｱﾏ 柴冨　敏秀 1033 田坂　大輔

143 149 どてＰん 1338 水本　有希 ※ｱﾏ 茂野　　遊 1070 呉竹　博之 ※ｱﾏ 古舘　秀二

144 150 連番だよ！！ ※ｱﾏ 松元隆一郎 911 村上　　旭 ※ｱﾏ 川上　敏則 910 鈴木　博喜

145 151 スマイルフィールド。＆星が丘ボウル ※ｱﾏ 白羽　俊之 1307 播摩　友和 ※ｱﾏ 三上　雅幸 627 岡部　直治

146 152 吉田慎(26)彼女募集中！ ※ｱﾏ 吉田　　慎 1416 川原　優一 ※ｱﾏ 角島　大貴 1275 稲葉　竜太

147 153 タンメン食べようズ ※ｱﾏ 小川　勝治 1193 斉藤　琢哉 ※ｱﾏ 上村井一輝 1233 斉藤　祐哉

148 154 保留玉連チャン ※ｱﾏ 根津　泰正 1162 連保　友輔 ※ｱﾏ 土屋　利男 947 保倉　映義

149 155 まさのりーず ※ｱﾏ 青柳　敬吉 1180 斉藤　征哉 ※ｱﾏ 栗城　裕司 379 斉藤　正典

150 156 チーム スマイル ※ｱﾏ 倉持　　治 1178 平井　　翔 ※ｱﾏ 倉持　渓介 ※ｱﾏ 松田　絋和

151 158 入賞はプロ次第パート２ ※ｱﾏ 岡田　　誠 1347 ヤン･ヒョンギュ 1130 岩切　稔純 ※ｱﾏ 岩切　政博

152 159 Scratch 1254 馬場　健司 ※ｱﾏ 瀬古健一郎 ※ｱﾏ 柘植　恒希 1266 神谷　昇司

153 160 ＯＢＣ390 ※ｱﾏ 松岡　大記 ※ｱﾏ 林　　賢一 ※ｱﾏ 野村　敦史 1302 長岡　義一

154 161 一球入魂！！ ※ｱﾏ 佐藤　亜優 1078 山本　　勲 ※ｱﾏ 土方　　捷 476 北岡　義実

155 162 ゴールデンキャット ※ｱﾏ 山崎　昭太 1296 荒井慎太朗 707 曽根　崇央 ※ｱﾏ 湯上谷　正

156 163 くすお男子 1247 中村　太亮 ※ｱﾏ 大村桂一郎 ※ｱﾏ 江越健一郎 1298 前田　充彦

157 165 GOD降臨 ※ｱﾏ 鮫島　　蓮 1365 髙橋　俊彦 ※ｱﾏ 七野　亮輔 1189 串田　　昭

158 166 BSY2 1396 北原　泰輔 ※ｱﾏ 酒井　伸一 683 山下　　豊 ※ｱﾏ 古田　和弘

159 167 四方四神 ※ｱﾏ 松浪　公紀 ※ｱﾏ 野上　勇樹 ※ｱﾏ 鈴木　健也 1354 竹永　竜星

160 168 TMAA ※ｱﾏ 松井　　卓 ※ｱﾏ 松井　正信 ※ｱﾏ 橋本　　篤 624 宮崎　　淳

161 169 知立イーグルボウル ※ｱﾏ 仮屋　幸人 ※ｱﾏ 西尾　博文 ※ｱﾏ 鈴木　利和 1026 木村　広人

162 170 ＲＢＣ広島 ※ｱﾏ 二井野吉則 ※ｱﾏ 白浜　孝之 ※ｱﾏ 大谷　和久 1069 津島　悟志

163 171 ヒデ!!いきまーす!! ※ｱﾏ 岩村　貴弘 ※ｱﾏ 堀井　英希 ※ｱﾏ 馬場　清司 1002 庄司　太郎

164 172 世田谷オークラボウルチーム ※ｱﾏ 石田　　隆 ※ｱﾏ 前田　隆志 ※ｱﾏ 中島　正美 1191 越後　裕哉

165 173 RINGO☆STAR ※ｱﾏ 鴻巣　　翔 ※ｱﾏ 大下内琢朗 ※ｱﾏ 西山　　響 1346 小鹿　大樹
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166 174 SPL ※ｱﾏ 橘田　鋭三 ※ｱﾏ 高谷　隆一 ※ｱﾏ 吉田　茂樹 978 市原　竜太

167 175 ボウリング王国スポルト八景店 ※ｱﾏ 笠原　直幸 792 黒川　　靖 ※ｱﾏ 川田　正二 1021 大胡　一平

168 176 WKAT ※ｱﾏ 和田　翔吾 ※ｱﾏ 葛原　康介 ※ｱﾏ 淺川　智輝 952 高橋　富資

169 177 ＴＴＢ 1274 福地　信之 ※ｱﾏ 大田　裕二 ※ｱﾏ 冨田　誠二 ※ｱﾏ 中嶋　成淳

170 178 MNST21 1292 三浦　啓寛 ※ｱﾏ 中村　祐一 ※ｱﾏ 千田　裕之 1288 髙田　浩規

171 179 ぽんた ※ｱﾏ 古川　智晴 ※ｱﾏ 梶　　文武 ※ｱﾏ 鳥本　隆義 1348 佐藤　昌徳

172 180 モンエナ（いろはす） 1360 渡邊　　要 ※ｱﾏ 大木　卓也 ※ｱﾏ 伊澤　俊也 1355 前　　秀之

173 181 どんたく号 ※ｱﾏ 濱田　賢史 1387 古賀　優輝 ※ｱﾏ 渡邉　貴宏 1413 太田　　快

174 182 サンパークレーン ※ｱﾏ 奥村　卓也 ※ｱﾏ 澤田　剛宏 ※ｱﾏ 浦川　文郎 806 正木　　裕

175 183 TEAM MATSU 1392 松浦　和彦 ※ｱﾏ 石黒英二郎 ※ｱﾏ 野村　経博 1376 松田　力也

176 184 チーム焼肉　大 ※ｱﾏ 河合　貞治 1024 大友　　仁 ※ｱﾏ 大底　英朗 ※ｱﾏ 友利　　実

177 185 ＳＴＩＮＧ ※ｱﾏ 渡辺　佳明 1227 鈴木　崇徳 ※ｱﾏ 三富　祐樹 1374 平塚　裕貴

178 186 白くま 1171 菅原　晃一 ※ｱﾏ 石田　秀樹 ※ｱﾏ 平川　広文 ※ｱﾏ 鈴木　誠昌

179 187 T'sファミリークラブ with H 906 富永　　尚 ※ｱﾏ 加藤　　明 365 西田　久良 ※ｱﾏ 仲田　智行

180 188 摩訶Fushikiアドベンチャー 1164 山谷　新也 ※ｱﾏ 小澤　勇士 1170 伏木　克聡 ※ｱﾏ 藤城　大輔

181 189 ストーム

182 190 ロトグリップ

※スポンサー特別推薦チーム①

※スポンサー特別推薦チーム②
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1 1 Doki  doki 474 加瀬　一美 ※ｱﾏ 土井智恵子 ※ｱﾏ 松木　千春 536 殿井ニラワティ

2 2 JKとOB ※ｱﾏ 山崎　　優 440 仲谷　和世 ※ｱﾏ 米田　有希 428 森本　由希

3 3 ウェッブアイ ※ｱﾏ 神田　道子 576 鈴木　　馨 ※ｱﾏ 鈴木　れい ※ｱﾏ 松丸　澄子

4 4 ECO CO CO ※ｱﾏ 柳生　裕子 492 町井　綾子 ※ｱﾏ 小谷野多津江 269 加藤　敦子

5 5 「新装開店！ふぁみファミリー♪」 ※ｱﾏ 北川　洋子 538 髙　　和美 ※ｱﾏ 浅野　友美 ※ｱﾏ 長野　京子

6 6 肉食系女子！！ ※ｱﾏ 種瀬　楓華 558 坂倉　　凜 515 坂倉にいな ※ｱﾏ 柳川　穂波

7 7 必殺 にゃんこ4！ ※ｱﾏ 原　まち子 ※ｱﾏ 大林　真美 ※ｱﾏ 菅森　則子 566 川村友美子

8 8 チームＴＭＣ ※ｱﾏ 唐津美佐子 373 山下　貴子 281 斎藤美由紀 ※ｱﾏ 吉田千々子

9 9 Team Queen 525 宇山　侑花 ※ｱﾏ 中島　瑞葵 ※ｱﾏ 川添　安子 384 松永　裕美

10 10 転球稲女子 577 筒井　美紀 ※ｱﾏ 中野　順子 ※ｱﾏ 米山　侑花 ※ｱﾏ 松川由美子

11 11 鶴とカモ 200 加門　満代 ※ｱﾏ 中村　千容 ※ｱﾏ 宿谷　貴子 143 鶴岡みさ子

12 12 可奈子キャプテン!!ついていきます♥ 463 岸田　有加 ※ｱﾏ 城間　美佳 444 鈴木　理沙 ※ｱﾏ 石嶺可奈子

13 13 ルーキー&お姉さん 572 チョン･ヨンヒャン ※ｱﾏ 下松　千夏 ※ｱﾏ 早川　知里 298 松岡美穂子

14 14 ♡須田ちゃんありがとう♡ 574 須田久美子 ※ｱﾏ 菊地　　優 ※ｱﾏ 井上　昌美 482 菊地　　葵

15 15 柴間佳子（笑） ※ｱﾏ 柴富　輝子 ※ｱﾏ 水間　美晴 ※ｱﾏ 野中佳代子 502 難波理恵子

16 16 ミキティーズ ※ｱﾏ 奈良原麻衣 ※ｱﾏ 郡司加代子 ※ｱﾏ 後藤あずさ 282 小川　美紀

17 18 KFNK 161 加藤八千代 ※ｱﾏ 深瀬　美夏 ※ｱﾏ 木津奈津美 223 長縄多禧子

18 19 関西女子連合！ ※ｱﾏ 森尾　真理 399 村田　和子 ※ｱﾏ 丸山裕美子 438 香田　幸子

19 20 どりーむ♡はぴねす ※ｱﾏ 石本　美来 559 霜出　佳奈 ※ｱﾏ 般谷　晴代 475 舟本　　舞

20 21 ＭＫＹ48 ※ｱﾏ 小室　雅美 ※ｱﾏ 酒井　寿美 ※ｱﾏ 古田　　幸 360 永田　　桂

21 22 Happiness Charge 508 若田　彩実 ※ｱﾏ 小川美由希 ※ｱﾏ 高澤　智子 361 植竹　幸子

22 23 ちびーず☆ ※ｱﾏ 原野　萌花 445 鈴木　亜季 516 村山　文佳 ※ｱﾏ 土屋　真澄

23 24 キミに決めた☆part3 488 渡辺けあき ※ｱﾏ 浦野　未瑚 549 秋山　希望 ※ｱﾏ 菅野　沙織

24 25 湘南のゴージャスヤンキー&マダム ※ｱﾏ 芳賀裕美子 496 櫻井　麻美 ※ｱﾏ 吉川　真弓 409 吉川　朋絵

25 26 Team MILUKI 579 キム･スルギ ※ｱﾏ 田  　美淑 ※ｱﾏ 渡辺　莉央 480 竹原　三貴

26 29 NAKA☆YOSHI 289 中谷　優子 ※ｱﾏ 塩田真由美 ※ｱﾏ 夏目　美和 320 吉田真由美

27 30 れじぇんど33+よん ※ｱﾏ 平林　素子 194 松井八知栄 ※ｱﾏ 桑原　寿子 173 時本美津子

28 31 キャイ～ン 337 前田美津代 ※ｱﾏ 東　　信枝 ※ｱﾏ 山﨑　典子 293 天野永美子

29 32 おか～さんと一緒 422 亀井　智美 ※ｱﾏ 堀江　　梓 ※ｱﾏ 渡辺　　櫻 419 関根　直子

30 33 香港神奈川東京北海道 302 敷水恵美子 ※ｱﾏ 松浦　一美 ※ｱﾏ 浦野　実紅 372 板倉奈智美

31 34 せきんぎょ ※ｱﾏ 辻　　綾乃 ※ｱﾏ 大橋　亜希 341 吉野　　操 ※ｱﾏ 日置美保子

32 35 中Ｐにお任せ☆ ※ｱﾏ 中村　優希 ※ｱﾏ 玉井　優菜 ※ｱﾏ 川渕　眞希 564 香川　　楓

33 36 PIYO☆PIYO アゲイン 390 河上　未希 ※ｱﾏ 星野　圭子 ※ｱﾏ 山岡　啓子 219 西村　光代

第42回STORMジャパンオープンボウリング選手権

 ※2018最終ポイントランキング順(チーム上位者優先)により下記９２チームは出場確定です｡

女子出場プロチームリスト

氏名③ 氏名④

　 　(今大会、女子のスポンサー特別推薦チームはありません。）

　　※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。

　　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｡

◎プロが含まれるチーム（女子） 

チーム名 氏名① 氏名②
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34 37 すぅしぃチーム 534 大仲　純怜 ※ｱﾏ 飯田　陽子 ※ｱﾏ 福与　恵子 529 坂本詩織里

35 38 かやこな、もう20歳...!? ※ｱﾏ 中村　裕美 544 坂本　かや ※ｱﾏ 岡部　心咲 550 田代　小夏

36 39 Teamフタバ ※ｱﾏ 浦川　澪奈 557 水谷　若菜 ※ｱﾏ 武部　公英 352 姫路　　麗

37 40 MAFI in wonder land ※ｱﾏ 藤原千鶴加 391 石川　祐子 ※ｱﾏ 曲渕麻里花 407 アリス曲渕

38 41 これなッチ ※ｱﾏ 小宮　由美 366 是本　裕子 ※ｱﾏ 鈴木久美子 273 翁　美津子

39 42 POISON CLUB ※ｱﾏ 醍醐　靖子 421 人見　幸子 324 市原　由紀 ※ｱﾏ 石川　勝美

40 43 真裕実ファンクラブ（笑） 530 飯田　菜々 ※ｱﾏ 岩渕　萌香 ※ｱﾏ 生方佐緒理 523 内藤真裕実

41 44 まじめなＢＫ ※ｱﾏ 木村　優子 465 進　　博美 ※ｱﾏ 山本真規子 330 川口富美恵

42 45 I  ♡  東海 ※ｱﾏ 谷口　真世 548 清水　千恵 ※ｱﾏ 星野眞由美 546 星野　恵梨

43 46 CMmm 569 前土佐　澪 ※ｱﾏ 谷口　美優 554 池畑　千穂 ※ｱﾏ 谷口　雅美

44 47 最強レフティー with B(型女) 555 大坪菜摘美 ※ｱﾏ 松本　君代 547 岡本　明菜 ※ｱﾏ 堀井　春花

45 48 Ａ型女子☆ 371 藤田　麻衣 ※ｱﾏ 川島ゆりこ ※ｱﾏ 青鹿　丘枝 467 白石　順子

46 49 まゆどん＆さゆりんとご一緒に♡ ※ｱﾏ 有賀まゆみ 452 生方千登勢 ※ｱﾏ 了舟さゆり 441 平野　志帆

47 50 ソシオレディース 556 澤田　春花 ※ｱﾏ 水谷　貴代 297 座間　美子 ※ｱﾏ 國本ひとみ

48 51 ＴＯＮＡ ※ｱﾏ 辻村佳世子 232 小野利美子 ※ｱﾏ 中農　光恵 247 浅田　裕子

49 52 稲ちゃん′s ※ｱﾏ 小野せりな 142 稲橋　和枝 386 北田真紀子 ※ｱﾏ 八木　照代

50 53 一人娘 ※ｱﾏ 林　　光沙 ※ｱﾏ 高瀬まゆみ ※ｱﾏ 住田さおり 379 上田　孝子

51 54 OHANA ※ｱﾏ 木下しのぶ 447 柳　　美穂 ※ｱﾏ 加藤　珠美 307 岡田　郁子

52 55 ビールで乾杯!! ※ｱﾏ 小林久美子 433 荻窪　美咲 ※ｱﾏ 志田　啓子 286 佐藤由実子

53 57 Hey! Say! GIRL♡ 571 岡田　友貴 ※ｱﾏ 工藤　由佳 ※ｱﾏ 涌井　李音 486 田中　亜実

54 58 strike ☆ girls 497 小泉奈津美 ※ｱﾏ 石田　万音 ※ｱﾏ 近藤　眞桜 268 酒井　美佳

55 59 Ｇ.Balance ※ｱﾏ 西村沙池子 382 中野　洋子 ※ｱﾏ 宮村由紀子 301 臼井　晶香

56 60 RxS Girls 490 大根谷　愛 ※ｱﾏ 山崎喜代美 ※ｱﾏ 植木　香織 470 小林よしみ

57 61 ナチュラル４ 479 南条　恵美 ※ｱﾏ 守戸　由季 476 堀内　　綾 ※ｱﾏ 千葉　恵子

58 62 フローレス☆モンスター ※ｱﾏ 山本みさの ※ｱﾏ 大井　弘美 ※ｱﾏ 明石　理恵 277 太田　美紀

59 63 チームYoung!!☆ ※ｱﾏ 城間美南海 568 越智　真南 ※ｱﾏ 小野　瑞歩 560 大久保咲桜

60 64 Team★瑠実丸 ※ｱﾏ 重里真由美 514 小久保実希 509 前屋　瑠美 ※ｱﾏ 松永　華穂

61 65 チビとゆかいな仲間たち ※ｱﾏ 佐野　智美 ※ｱﾏ 庄司利恵子 ※ｱﾏ 大月　真美 385 大月　由香

62 66 B・M・M・A 552 船山ビアンカ ※ｱﾏ 村田　百恵 ※ｱﾏ 彦坂　真弓 ※ｱﾏ 花井　彩乃

63 67 ☆理智彩和☆ 491 中野麻理子 ※ｱﾏ 甫立　智香 527 阪本　　彩 ※ｱﾏ 阪本　和江

64 68 KKTM2019 456 黒田　知子 ※ｱﾏ 川島　三鈴 ※ｱﾏ 川口　　泉 451 望月　理江

65 69 絶対的笑窪破壊力～保食女神降臨～ 524 山田　　幸 ※ｱﾏ 向谷　優那 ※ｱﾏ 向谷　美咲 528 浅田　梨奈

66 70 TYPHOON300 449 宮城　鈴菜 ※ｱﾏ 薄窪　夢叶 ※ｱﾏ 藤田　梨聖 540 倉田　　萌
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67 71 どてぴんず ※ｱﾏ 川口　尚美 274 豊田結花里 ※ｱﾏ 古舘　樹子 489 堀井　千恵

68 72 おんぶにだっこ 522 遠藤　未菜 ※ｱﾏ 横山　実美 ※ｱﾏ 尾崎　涼子 500 廣崎　彩子

69 73 Chage♥ ※ｱﾏ 内藤ひろみ 258 川崎八千代 284 金城　愛乃 ※ｱﾏ 町山みどり

70 74 A&K3 469 安藤　　瞳 ※ｱﾏ 河村　明子 437 鬼頭　徐美 ※ｱﾏ 桐生由紀子

71 75 アイキョーのアイドルとおにぎり ※ｱﾏ 山口小菜美 517 本間　成美 ※ｱﾏ 坪井　美樹 533 川﨑　由意

72 76 アイキョーＡＮＡＹＵＭＩ 513 鶴井　亜南 ※ｱﾏ 高橋　愛莉 ※ｱﾏ 水野あやか 570 本橋　優美

73 77 Hany ※ｱﾏ 西野　久枝 423 原口　奈織 ※ｱﾏ 内田　雪月 478 小林あゆみ

74 78 アッセンブル！ ※ｱﾏ 平野亜紗実 499 本間由佳梨 ※ｱﾏ 伴　　美咲 487 大石　奈緒

75 79 今度こそYDK！ 412 佐藤　多美 ※ｱﾏ 太田　千恵 ※ｱﾏ 三浦由起子 520 三浦　美里

76 80 ＤＳＬ ※ｱﾏ 小林　京子 221 近藤　文美 ※ｱﾏ 花形　千恵 450 佐藤まさみ

77 81 himawari girl's ※ｱﾏ 永井萌々香 ※ｱﾏ 藤村　七夕 ※ｱﾏ 永松  由依 506 古田　翔子

78 82 なんくるないさ～ ※ｱﾏ 仲里紗也香 551 西澤　琴子 ※ｱﾏ 山能　真弓 510 玉城　妙子

79 83 TEAMマスクメロン ※ｱﾏ 真下　直美 471 久住　真弓 ※ｱﾏ 徳満　秀美 473 桑原　澄江

80 84 小次郎ストーリー♡ 493 櫻井眞利子 ※ｱﾏ 吉田由美子 ※ｱﾏ 大浜　梨乃 521 秋光　　楓

81 85 パークビックス ※ｱﾏ 鬼防　希海 365 名和　　秋 ※ｱﾏ 金井　智子 364 丹羽由香梨

82 86 萌えきゅωぱーふぇくと♥めぐみ ※ｱﾏ 熊本　美和 537 岩見　彩乃 ※ｱﾏ 庭月野　恵 512 村山　恵梨

83 87 グランドパーク ※ｱﾏ 近藤　菜帆 335 森　　ルミ ※ｱﾏ 榊原　元子 389 谷川　章子

84 88 ゆかるか ※ｱﾏ 中村　朱美 575 渡邊　瑠花 ※ｱﾏ 渡部　純子 545 大嶋　有香

85 89 ち～む♡まつふぁ～ 526 久保田彩花 ※ｱﾏ 川口　茉紀 ※ｱﾏ 片伯部友紀 543 松尾　星伽

86 90 心は乙女 333 斉藤　悦子 ※ｱﾏ 須藤　静江 ※ｱﾏ 善家　道子 339 田中　初美

87 91 ラムレーズン ※ｱﾏ 大底　京子 484 松下　聖子 ※ｱﾏ 石川　和代 260 鈴木　　忍

88 92 SUNBRIDGE★GIRLS ※ｱﾏ 吉川ちなつ 561 高橋　美穂 ※ｱﾏ 新津　七海 507 寺下　智香

89 93 teamさなはる♡ 429 森　彩奈江 ※ｱﾏ 大野　七重 431 野瀬　千春 ※ｱﾏ 大塚　彩世

90 94 どーも♪私たち虹の国からやって来ました!! ※ｱﾏ 堀之内杏奈 ※ｱﾏ 北村　恭子 ※ｱﾏ 片岡　亜紀 369 堂元　美佐

91 95 Vi・Vi・Vi ※ｱﾏ 榮野川志穂 ※ｱﾏ 田森しのぶ ※ｱﾏ 関矢　直美 494 桑藤　美樹

92 96 AK3 210 福井　清美 ※ｱﾏ 岡本　晶子 ※ｱﾏ 寺本久美子 82 河崎　憲子


