
JPBAシーズントライアル2019 サマーシリーズ　参加申込者リスト ６／７ １６時現在

Ａ会場 　Ｂ会場
７／１０(水)宇都宮第二トーヨーボウル 定員９０名(2-3打ち)

７／４(木)川崎グランドボウル 定員９６名
※選手ならびにお客様へご案内･･･会場内のレストランは現在営業

しておりませんので昼食等は各自ご用意をお願いいたします

       順        順

 
     

氏 名 期  
     

氏 名 期  
     

氏 名 期  
     

氏 名 期
    

    宮内圭次郎         鈴木 崇徳       藤保  豊         森本 健太   

    長谷  宏         斉藤 祐哉       石原 章夫         谷岸  明   

    大谷内高志         郡司 幸雄       北岡 義実         藤井 信人   

    水野 成祐         門川 健一       蒲生  敬         谷合 貴志   

    澤田 哲司         森口 卓哉       高橋 延明         齋藤 剛一   

    佐藤  剛         川口 真一       工藤 博充         橋本 芳史   

    横川 義雄         稲葉 竜太       太田  潔         今瀧  賢   

    黒羽 正行         八代 敬行       上原 正雄                           

    岡部 直治         西川 弘文       益田 隆司         望月 大士   

     石塚 賢一         太田  誠        玉置幸一郎         竹永 竜星   

     志村 真一         髙品 康成        大月  仁         木田 大輔   

     丸橋 了三         中濱  歩        小島 昭弘         松田 力也   

     坪井  実         小林 龍一        清水 昭雄         南雲 順司   

     斉藤 利久         島根 大樹        江頭 善文         山本 一貴   

     中野 和弘         甘糟 翔太        小原 照之         加藤翔太郎   

     野口  圭         小鹿 大樹        鈴木 好人         田中 直樹   

     品田順一郎         佐藤 昌徳        岩楯 泰彦         松浦 和彦   

                    山中  悟        藤原 康彦         江川  司   

     片岡 達之         井上 信吾        辻  賢司         畑野 健人   

     保倉 映義         堀 内智大        高橋 桃也         原田  岳   

     小林  誠         髙井裕滋郎        西川  徹         田原 寬貴   

     永野           金丸 広司        井口 直之         川原 優一   

     市原 竜太         志摩竜太郎        山内 教久         助川 利都   

      庄司 太郎         新城 一也         井上 純平         林 泰勇騎   

      小幡 一晴         澁谷 知仁         工藤 貴志                 準

      鈴木 隆之         戸辺  誠         宮田 俊輔     

      野口 博樹         羽賀 秀和         会田 啓介     

      黒田 仙雄         鬼澤 周平         藤原 一也     

      鈴木 辰哉         水野 耕佑         菅原 秀二     

      辻  守         岩沼 龍二         堀江 真一     

      佐取  賢         川口 健太         山本  勲     

      正田 晃也         吉野 浩章         山下 昌吾     

      川島 賢治         佐藤 貴啓         青木  剛     

      菊池 正義         福田 尊仁         小泉 秀幸     

      佐藤 秀樹         神山  匠         佐久間信也     

      棚橋 孝太         柿沼 貴史         松本 智弥     

      今泉 秀規         原田 裕史         鈴木 勇太     

      榎本 浩也         畠山 正寛         落合 進治     

      山本 翔太         壬生 将太         江村  学     

      人見啓二朗           佐久間正徳     

      遠藤  誠         田倉 幸則     

      連保 友輔         伏木 克聡     

      山谷 新也         菅原 晃一     

      谷  敬詞         平井  翔     

      斉藤 征哉         越後 裕哉     

      門奈 大介         藤井 一浩     

      竹田 真人         市村 和則   

      斉藤 琢哉         渡邉 航明   

      小林 哲也         金子 勇太   

      小森 清人         石田 真也   



JPBAシーズントライアル2019 サマーシリーズ 参加申込者リスト ６／７ １６時現在

Ｃ会場 Ｄ会場
７／１(月)コロナキャットボウル中川店 定員６０名 ７／１０(水)山科グランドボウル 定員９６名

       順        順

 
     

氏 名 期  
     

氏 名 期  
     

氏 名 期
   

    吉川 邦男       星野 宏幸        森本 浩史   

    平田 三男       西村 邦彦         馬場  一   

    坂田 重徳       佐 木秀雄         水本 有希   

    河村 幸三       浜田 光博         平岡 勇人   

    曽根 崇央       西谷 逸夫         大西 翔太   

    黒川  靖       星加  猛         角戸 英隆   

    吉田 文啓       谷崎 貴志         髙橋 俊彦   

    木本 春夫       北野 周一         岡田  良   

    糸山賀津人       西村  了         古賀 優輝   

     鈴木 博喜        川村 直樹         吉田  翔   

     田形 研吾        中平 幸男         太田  快   

     石野  宏        平山 陽一         山田 成人   

      大胡 一平        高城 明文     

      斉藤 茂雄        池元 克美     

      木村 広人        玉井慎一郎     

      岩切 稔純        太田 隆昌     

      岩瀬 一真        富永  尚     

      福丸 哲平        寺村 文孝     

      大西 憲一        水谷 孝敏     

      松本 貴臣        桜庭 良弘     

      渡邊 雄也        勢力 優之     

      荒井慎太朗        砂子 明廣     

      播摩 友和        今井 秀和     

      広瀬 恭平        高橋 富資     

                      岡野 秀幸     

      入口 光司         土井  貢     

      渡邊虎太郎         石橋  孝     

      藤村 隆史         呉竹 博之     

                     河津 亨至     

        尾西 健太     

        田沢 広也     

        佐野 芳宏     

        中村 隼也     

        和田 秀和     

        川添 奨太     

        木村弘太郎     

        上田 晋也     

        中村 太亮     

        神谷 昇司     

        山上 英章     

        小林 孝至     

        松岡 秀法     

        浜田 祐也     

        北川 健一     

        本田 博照     

        髙田 浩規     

        前田 充彦   

        笹田 泰裕   

        児玉 侑樹   

        一谷 知広   


