
　　ＪＰＢＡ決勝大会(10月25日･26日開催) 各部門出場(予定)プロ　2019.7.3現在

　　　男子 (JPBA選抜大会 会場通過順) 　　　女子 (JPBA選抜大会 会場通過順)

レギュラー部門 ７８名 シニア部門 ２４名 レギュラー部門 ７５名 シニア部門 ２４名
 決勝大会推薦 名及 

 各会場上位 名 合計  名
 決勝大会推薦 名及 

 各会場上位 名 合計  名
各会場 名      上位 名    会場 合計  名 各会場 名      上位 名    会場 合計  名

出場枠
     

氏 名 期 選抜通過会場 出場枠
     

氏 名 期 選抜通過会場 出場枠
     

氏 名 期 選抜通過会場 出場枠
     

氏 名 期 選抜通過会場
    

      和田 秀和   決勝大会推薦  準    山崎 行夫    福岡会場      大根谷 愛   決勝大会推薦     山下 貴子    福岡会場

     坂田 重徳   決勝大会推薦     内山 智昭    福岡会場     小林     決勝大会推薦  準    愛甲 恵子    福岡会場

      小林 哲也   決勝大会推薦     北岡 義実    東京会場     望月 理江   決勝大会推薦     鈴木 晶子    東京会場

      入口 光司   決勝大会推薦     斉藤 利久    東京会場      浅田 梨奈    福岡会場     川崎八千代    東京会場

     田形 研吾   決勝大会推薦     川村 直樹    岡山会場     渡辺      福岡会場  準    近藤 文美    岡山会場

     儀閒 義博   決勝大会推薦      岡野 秀幸    岡山会場     川﨑 由意    福岡会場     柴村 尚美    岡山会場

     本田 博照    福岡会場     玉置幸一郎    静岡会場      堂元 美佐    福岡会場     太田 美紀    静岡会場

      川添 奨太    福岡会場      大胡 一平    静岡会場      本間由佳梨    福岡会場     座間 美子    静岡会場

     木村 広人    福岡会場      大友  仁    香川会場     川口富美恵    福岡会場     加古三千世    香川会場

      竹本 圭実    福岡会場       土井  貢    香川会場       名和  秋    東京会場      加門 満代    香川会場

       日置 秀一    福岡会場      高城 明文    滋賀会場       板倉奈智美    東京会場      臼井 晶香    滋賀会場

      津島 悟志    福岡会場      澤田 哲司    滋賀会場      三浦 美里    東京会場      鈴木  忍    滋賀会場

       渡邉 航明    東京会場       黒田 仙雄    宮城会場       霜出 佳奈    東京会場      松井八知栄    宮城会場

       谷合 貴志    東京会場      大月  仁    宮城会場      吉川 朋絵    東京会場      久住 真弓    宮城会場

       北原 泰輔    東京会場       高橋 延明    埼玉会場      桑藤 美樹    東京会場      井口久美子    埼玉会場

      新城 一也    東京会場      西川  徹    埼玉会場      小池 沙紀    岡山会場      浅見恵美子    埼玉会場

      鈴木 勇太    東京会場      鈴木 元司    北海道会場      坂倉  凜    岡山会場      是本 裕子    北海道会場

       田坂 大輔    東京会場      早川 源司    北海道会場       山田  幸    岡山会場      荻窪 美咲    北海道会場

      山下 陽平    岡山会場       野口  博樹    愛知会場      坂倉      岡山会場      西村 光代    愛知会場

      平山 陽一    岡山会場      浜田 光博    愛知会場       松尾 星伽    岡山会場      鬼頭 徐美    愛知会場

       平岡 勇人    岡山会場    群馬会場       宇山 侑花    岡山会場    群馬会場

      酒井 武雄   岡山会場    群馬会場       佐藤      静岡会場    群馬会場

       甘糟 翔太    岡山会場    大阪会場      鈴木 亜季    静岡会場    大阪会場

     水谷 孝敏    岡山会場    大阪会場      松下 聖子    静岡会場    大阪会場

       山本  勲    静岡会場           船山       静岡会場      

      井口 直之    静岡会場 総合次点    益田 隆司    会場         本間 成美    静岡会場 総合次点    石川 祐子    会場    

     工藤 博充    静岡会場                  静岡会場

      堀江 真一    静岡会場      村田 和子    香川会場

      松浦 和彦    静岡会場      金城 愛乃    香川会場

       山下 昌吾    静岡会場      若田 彩実    香川会場

       藤井 信人    香川会場      小林      香川会場

      小林 孝至    香川会場      南条 恵美    香川会場

     児島 都史    香川会場      柳  美穂    香川会場

      前田 充彦    香川会場       久保田彩花    滋賀会場

      石橋  孝    香川会場      丹羽由香梨    滋賀会場

       呉竹 博之    香川会場      澤田 春花    滋賀会場

     吉田 文啓    滋賀会場      本橋 優美    滋賀会場

      神谷 昇司    滋賀会場      岸田 有加    滋賀会場

      馬場  一    滋賀会場
グランドシニア部門 １０名

      内藤真裕実    滋賀会場
グランドシニア部門 ９名       渡邊 雄也    滋賀会場       大嶋 有香    宮城会場

      北川 健一    滋賀会場  決勝大会推薦 名             優勝者原田招雄      秋光  楓    宮城会場
   会場総合    上位者 名

      髙橋 俊彦    滋賀会場 及   会場総合    上位者 名      越智 真南    宮城会場

      連保 友輔    宮城会場
出場枠

     
氏 名 期 選抜会場

       飯田 菜    宮城会場
出場枠

     
氏 名 期 選抜会場

  

      小原 照之    宮城会場          岡田 友貴    宮城会場     

     水野 成祐    宮城会場  準    原田 招雄   決勝大会推薦      生方千登勢    宮城会場  永    時本美津子   埼玉会場    

      齋藤 剛一    宮城会場     平田 三男    愛知会場         鈴木 理沙    埼玉会場  永   斉藤志乃   静岡会場    

                宮城会場     星野 宏幸   愛知会場         鶴井 亜南    埼玉会場  永    稲橋 和枝   埼玉会場    

      菊池 正義    宮城会場  準    貞松 保行    東京会場         大久保咲桜    埼玉会場     冨岡 雪枝   福岡会場    

     野口  圭    埼玉会場  準    斉藤 正典    静岡会場         櫻井眞利子    埼玉会場  準    加藤八千代   東京会場    

      斉藤 征哉    埼玉会場     山下  豊    福岡会場         村山 文佳    埼玉会場     鶴岡  子   宮城会場    

       三浦 啓寛    埼玉会場     平尾  勉    静岡会場         小久保実希    埼玉会場     山本由美子   会場北海道    

      島根 大樹    埼玉会場     山本 勝利    愛知会場         前土佐 澪    北海道会場     平山 友子   埼玉会場    

      松田 力也    埼玉会場     柴田 英徳    福岡会場         宮城 鈴菜    北海道会場    河崎 憲子   会場北海道    

       堀 内智大    埼玉会場      吉川 邦男    愛知会場         菊地  葵    北海道会場

      佐藤 大地    北海道会場       寺下 智香    北海道会場      

       村上 拓也    北海道会場           関根 直子    北海道会場 総合次点    亀井 勝江    会場    

      永野      北海道会場 総合次点    山口 健治    北海道会場         亀井 智美    北海道会場

      尾西 健太    北海道会場      倉田  萌    愛知会場

      大橋 真一    北海道会場       姫路  麗    愛知会場

      佐藤 貴啓    北海道会場      森 彩奈江    愛知会場

      太田 隆昌    愛知会場      星野 恵梨    愛知会場

                愛知会場       大石 奈緒    愛知会場

                 愛知会場      池畑 千穂    愛知会場

      播摩 友和    愛知会場    群馬会場

      松本 貴臣    愛知会場    群馬会場

      渡邊虎太郎    愛知会場    群馬会場

   群馬会場    群馬会場

   群馬会場    群馬会場

   群馬会場    群馬会場

   群馬会場    大阪会場

   群馬会場    大阪会場

   群馬会場    大阪会場

   大阪会場    大阪会場

   大阪会場    大阪会場

   大阪会場    大阪会場

   大阪会場      

   大阪会場 総合次点    坂本      会場    

   大阪会場

     
総合次点     古賀 優輝    会場    

      部門    部門  決勝大会進出者           出 場合      者 出 会場 選手 繰 上 出場     推薦出場及 各会場 次点 居  場合   会場    最上位者 繰 上 出場   


