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No. No. No. No. No. No. No. No.

344 石原　章夫 ※ｱﾏ 櫻井　　昇 194 松井八知栄 ※ｱﾏ 平林　素子 352 貞松　保行 ※ｱﾏ 鈴木　清志 161 加藤八千代 ※ｱﾏ 深瀬　美夏 18 矢島　純一 ※ｱﾏ 上原　直幸 64 斉藤志乃ぶ ※ｱﾏ 山中すみ江 390 宮内圭次郎 ※ｱﾏ 高尾　晃正 200 加門　満代 ※ｱﾏ 中村　千容

624 宮崎　　淳 ※ｱﾏ 大久保雄矢 221 近藤　文美 ※ｱﾏ 近藤　菜帆 379 斉藤　正典 ※ｱﾏ 栗城　裕司 223 長縄多禧子 ※ｱﾏ 大沼　和子 288 酒井　武雄 ※ｱﾏ 河村　利也 173 時本美津子 ※ｱﾏ 桑原　寿子 548 工藤　博充 ※ｱﾏ 山本　文保 330 川口富美恵 ※ｱﾏ 山本真規子

848 吉田　文啓 ※ｱﾏ 林　　元輝 281 斎藤美由紀 ※ｱﾏ 唐津美佐子 521 坂田　重徳 ※ｱﾏ 入江　　輝 320 吉田真由美 ※ｱﾏ 山野奈緒子 312 半井　　清 ※ｱﾏ 望月　義宣 258 川崎八千代 ※ｱﾏ 内藤ひろみ 572 横川　義雄 ※ｱﾏ 室井　　勝 419 関根　直子 ※ｱﾏ 横山　実美

947 保倉　映義 ※ｱﾏ 菊池　宏昌 286 佐藤由実子 ※ｱﾏ 徳永　愛梨 566 上原　正雄 ※ｱﾏ 砂口　尚道 333 斉藤　悦子 ※ｱﾏ 藤原千鶴加 347 原田　招雄 ※ｱﾏ 井上　優智 277 太田　美紀 ※ｱﾏ 明石　理恵 658 西村　　了 ※ｱﾏ 田伏　順三 465 進　　博美 ※ｱﾏ 春日　章美

974 永野すばる ※ｱﾏ 遠山　裕太 289 中谷　優子 ※ｱﾏ 砂子田秋実 707 曽根　崇央 ※ｱﾏ 山崎　昭太 364 丹羽由香梨 ※ｱﾏ 水谷　秋穂 349 山崎　行夫 ※ｱﾏ 中場　　勉 284 宮城　愛乃 ※ｱﾏ 石嶺可奈子 792 黒川　　靖 ※ｱﾏ 笠原　直幸 467 白石　順子 ※ｱﾏ 近藤　眞桜

979 須田　　毅 ※ｱﾏ 須田　光翼 298 松岡美穂子 ※ｱﾏ 早川　知里 860 梶　　義宏 ※ｱﾏ 田中　淳一 384 松永　裕美 ※ｱﾏ 川添　安子 435 長谷　　宏 ※ｱﾏ 大瀧　裕貴 297 座間　美子 ※ｱﾏ 太田　千恵 902 玉井慎一郎 ※ｱﾏ 大山　愁人

1070 呉竹  博之 ※ｱﾏ 古舘　秀二 352 姫路　　麗 ※ｱﾏ 緒方　美空 870 坪井　　実 ※ｱﾏ 坪井　亮太 409 吉川　朋絵 ※ｱﾏ 吉川　真弓 479 栴檀　　稔 ※ｱﾏ 小林　貴司 390 河上　未希 ※ｱﾏ 荒井　路代 906 富永　　尚 ※ｱﾏ 堀田　悠次

1085 山下　昌吾 ※ｱﾏ 佐藤太一郎 365 名和　　秋 ※ｱﾏ 宮入　梨緒 932 ロバート･リー ※ｱﾏ 砂原　雅幸 463 岸田　有加 ※ｱﾏ 森　　恵美 514 高橋　延明 ※ｱﾏ 幸村　和晃 459 森田　和紀 ※ｱﾏ 渡辺　莉央 918 中野　和弘 ※ｱﾏ 加山　峰之

1121 鈴木　勇太 ※ｱﾏ 稲葉　貴久 369 堂元　美佐 ※ｱﾏ 向谷　美咲 1032 工藤　貴志 ※ｱﾏ Michael Von Bergen 482 菊地　　葵 ※ｱﾏ 金子　萌夏 544 水野　成祐 ※ｱﾏ 岡田　勝利 488 渡辺けあき ※ｱﾏ 森　ひかり 920 桜庭　良弘 ※ｱﾏ 藤崎　　周

1130 岩切　稔純 ※ｱﾏ 岩切　政博 372 板倉奈智美 ※ｱﾏ 浦野　実紅 1034 土井　　貢 ※ｱﾏ 小幡　章夫 520 三浦　美里 ※ｱﾏ 平野　智美 761 小原　照之 ※ｱﾏ 袖之　　昭 517 本間　成美 ※ｱﾏ 岩渕　萌香 930 勢力　優之 ※ｱﾏ 春名　佑樹

1132 佐野　芳宏 ※ｱﾏ 大月　光浩 429 森　彩奈江 ※ｱﾏ 緒方　彩音 1050 日置　秀一 ※ｱﾏ 佐藤　宇宙 525 宇山　侑花 ※ｱﾏ 水野　敦子 885 平山　陽一 ※ｱﾏ 小笠原　匡 524 山田　　幸 ※ｱﾏ 坂田　望実 1013 小金　正治 ※ｱﾏ 高原　　勝

1137 佐藤　秀樹 ※ｱﾏ 沖村　　孝 445 鈴木　亜季 ※ｱﾏ 堀口はるな 1074 道菅　　真 ※ｱﾏ 田中　義一 545 大嶋　有香 ※ｱﾏ 唐澤　　舞 905 太田　隆昌 ※ｱﾏ 新舎　拓巳 533 川﨑　由意 ※ｱﾏ 坪井　美樹 1023 岡野　秀幸 ※ｱﾏ 片岡　達也

1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 白井　康介 450 佐藤まさみ ※ｱﾏ 花形　千恵 1133 菊池　正義 ※ｱﾏ 川原　慎也 549 秋山　希望 ※ｱﾏ 秋山　未来 908 寺村　文孝 ※ｱﾏ 板垣昌一郎 537 岩見　彩乃 ※ｱﾏ 水野あやか 1038 石橋　　孝 ※ｱﾏ 平林　　力

1162 連保　友輔 ※ｱﾏ 根津　泰正 451 望月　理江 ※ｱﾏ 松浦　一美 1193 斉藤　琢哉 ※ｱﾏ 小川　勝治 559 霜出　佳奈 ※ｱﾏ 今井　双葉 912 中沢　　奨 ※ｱﾏ 野瀬　修司 542 小池　沙紀 ※ｱﾏ 木田　安江 1066 加藤　祐哉 ※ｱﾏ 森　　高義

1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 照井　一央 469 安藤　　瞳 ※ｱﾏ 河村　明子 1219 川添　奨太 ※ｱﾏ 吉田　大祐 568 越智　真南 ※ｱﾏ 藤田　梨聖 913 水谷　孝敏 ※ｱﾏ 亀井　浩平 557 水谷　若菜 ※ｱﾏ 石本恵梨奈 1069 津島　悟志 ※ｱﾏ 花木　良尚

1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 森下　元喜 470 小林よしみ ※ｱﾏ 石田　万音 1220 渡邉　航明 ※ｱﾏ 高橋　恭介 570 本橋　優美 ※ｱﾏ 高橋　愛莉 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 吉井　大生 579 キム･スルギ ※ｱﾏ 田　　美淑 1077 堀江　真一 ※ｱﾏ 西島　浩一

1287 藤井　信人 ※ｱﾏ 西山　翔悟 478 小林あゆみ ※ｱﾏ 小林　ゆみ 1233 斉藤　祐哉 ※ｱﾏ 青柳　敬吉 578 キム･ソヒョン ※ｱﾏ 松木　千春 978 市原　竜太 ※ｱﾏ 吉田　茂樹 584 原野　萌花 ※ｱﾏ 立部　純子 1078 山本　　勲 ※ｱﾏ 鶴　健太郎

1288 髙田　浩規 ※ｱﾏ 千田　裕之 487 大石　奈緒 ※ｱﾏ 我孫子美葵 1262 川口　真一 ※ｱﾏ 鎌田　武男 582 中島　瑞葵 ※ｱﾏ 溝田　月輝 1033 田坂　大輔 ※ｱﾏ 小林　由瑚 586 幸木百合菜 ※ｱﾏ 村居　真菜 1099 津島　健次 ※ｱﾏ 寺下　晃幸

1291 渡邊　雄也 ※ｱﾏ 山﨑　慎也 491 中野麻理子 ※ｱﾏ 杉尾　京子 1272 山上　英章 ※ｱﾏ 葛原　康介 1117 松本　智弥 ※ｱﾏ 浦川　　毅 1101 村上　拓也 ※ｱﾏ 木村　　均

1352 ブライアン･グリーンウッド ※ｱﾏ 矢部圭司郎 494 桑藤　美樹 ※ｱﾏ 田森しのぶ 1275 稲葉　竜太 ※ｱﾏ 板橋　則忠 1178 平井　　翔 ※ｱﾏ 倉持　　治 1114 小泉　秀幸 ※ｱﾏ 山本　　透

1426 土方　　捷 ※ｱﾏ 鈴木　健也 498 山田　弥佳 ※ｱﾏ 宮戸　恵子 1286 本田　博照 ※ｱﾏ 佐々木光浩 1190 和田　秀和 ※ｱﾏ 田野岡大夢 1125 相澤　英昭 ※ｱﾏ 小林　　遼

499 本間由佳梨 ※ｱﾏ 木村　祐子 1290 梶田　朋寛 ※ｱﾏ 石川　巧真 1191 越後　裕哉 ※ｱﾏ 中島　正美 1131 田沢　広也 ※ｱﾏ 黒瀬　一歩

507 寺下　智香 ※ｱﾏ 長谷川柚栞 1292 三浦　啓寛 ※ｱﾏ 佐藤　耀斗 1229 上田　晋也 ※ｱﾏ 谷口　悠斗 1148 今泉　秀規 ※ｱﾏ 田中望有徳

514 小久保実希 ※ｱﾏ 岩本　貴子 1304 齋藤　剛一 ※ｱﾏ 中野　恵太 1245 大関　隆之 ※ｱﾏ 坂入　健一 1164 山谷　新也 ※ｱﾏ 櫻井　　昇

515 坂倉にいな ※ｱﾏ 柳川　穂波 1314 児玉　侑樹 ※ｱﾏ 内藤　広人 1252 門川　健一 ※ｱﾏ 重見　康浩 1169 田倉　幸則 ※ｱﾏ 小林　拓己

523 内藤真裕実 ※ｱﾏ 新畑　加奈 1347 ヤン･ヒョンギュ ※ｱﾏ 牧野　祐季 1267 森本　健太 ※ｱﾏ 植木　詠章 1171 菅原　晃一 ※ｱﾏ 石田　秀樹

526 久保田彩花 ※ｱﾏ 渡辺　　櫻 1349 入口　光司 ※ｱﾏ 木村　謙太 1268 松本　貴臣 ※ｱﾏ 中江　文義 1177 中村　隼也 ※ｱﾏ 南　　玲良

528 浅田　梨奈 ※ｱﾏ 向谷　優那 1354 竹永　竜星 ※ｱﾏ 野上　勇樹 1277 小林　孝至 ※ｱﾏ 丹野　英樹 1180 斉藤　征哉 ※ｱﾏ 木村　光希

540 倉田　　萌 ※ｱﾏ 倉田　　結 1361 堀ノ内智大 ※ｱﾏ 齋藤　大哉 1310 笹田　泰裕 ※ｱﾏ 小林真太郎 1221 木村弘太郎 ※ｱﾏ 後藤　秀徳

543 松尾　星伽 ※ｱﾏ 入江菜々美 1368 志摩竜太郎 ※ｱﾏ 古荘　　豊 1327 森本　浩史 ※ｱﾏ 加田　靖博 1227 鈴木　崇徳 ※ｱﾏ 高谷　隆一

544 坂本　かや ※ｱﾏ 中村　裕美 1370 新城　一也 ※ｱﾏ 吉原　正明 1343 平岡　勇人 ※ｱﾏ 浅川　啓太 1247 中村　太亮 ※ｱﾏ 大村桂一郎

546 星野　恵梨 ※ｱﾏ 遠島麻登樺 1372 戸辺　　誠 ※ｱﾏ 塚田　侑希 1345 甘糟　翔太 ※ｱﾏ 菅野　直人 1297 藤川　大輔 ※ｱﾏ 北島　　淳

548 清水　千恵 ※ｱﾏ 林　　育美 1377 羽賀　秀和 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥 1348 佐藤　昌徳 ※ｱﾏ 村上　裕一 1298 前田　充彦 ※ｱﾏ 川谷　卓未

556 澤田　春花 ※ｱﾏ 道上　結陽 1394 藤村　隆史 ※ｱﾏ 木村　　晃 1350 山中　　悟 ※ｱﾏ 服部　晃盛 1308 宇田　　輝 ※ｱﾏ 河内　唯斗

558 坂倉　　凜 ※ｱﾏ 種瀬　楓華 1396 北原　泰輔 ※ｱﾏ 山野　弘喜 1353 望月　大士 ※ｱﾏ 井上宗一郎 1315 一谷　知広 ※ｱﾏ 内藤　重信

583 堀井　春花 ※ｱﾏ 大久保幸江 1398 福田　尊仁 ※ｱﾏ 石川　裕大 1358 角戸　英隆 ※ｱﾏ 中川　大輔 1355 前　　秀征 ※ｱﾏ 稲冨　　涼

585 清水　弘子 ※ｱﾏ 須藤　真海 1405 湯浅　敬太 ※ｱﾏ 井本　一成 1365 髙橋　俊彦 ※ｱﾏ 堤　　祐樹 1369 木田　大輔 ※ｱﾏ 三宅　佑典

1415 チャン･ヒウン ※ｱﾏ 村濱　裕紀 1384 水野　耕佑 ※ｱﾏ 水野　優亮 1383 鬼澤　周平 ※ｱﾏ 木口　貴雄

1417 畠山　正寛 ※ｱﾏ 飯島　隼人 1390 吉野　浩章 ※ｱﾏ 南　　英典 1386 加藤翔太郎 ※ｱﾏ 向山　大樹

1418 助川　利都 ※ｱﾏ 羽ヶ崎匠海 1395 佐藤　貴啓 ※ｱﾏ 東海　　純 1392 松浦　和彦 ※ｱﾏ 石黒英二郎

1421 壬生　将太 ※ｱﾏ 中島　　勉 1414 山田　成人 ※ｱﾏ 勝元　貴也 1399 神山　　匠 ※ｱﾏ 倉持　悠人

1427 田中　椋也 ※ｱﾏ 德久　恵大 1423 安里　秀策 ※ｱﾏ 宮澤　拓哉 1400 江川　　司 ※ｱﾏ 岩間　　巧

1428 鮫島　　蓮 ※ｱﾏ 新畑　雄飛 1406 原田　裕史 ※ｱﾏ 山家　正也

1411 原田　　岳 ※ｱﾏ 武井　弘司

1425 伊吹　太陽 ※ｱﾏ 菊田　　樹

（但し、出場優先順位順）

①プロ氏名 ②アマチュア氏名 ①プロ氏名 ②アマチュア氏名 ①プロ氏名 ②アマチュア氏名 ①プロ氏名 ②アマチュア氏名 ①プロ氏名 ②アマチュア氏名

※大会前日10月6日(水)、Cグループで空きが出た場合、Dグループから変更可能

②アマチュア氏名

10:00～12:00 練習ボール 12:30～14:30 練習ボール 15:00～17:00 練習ボール 17:30～19:30 練習ボール
12:00～13:00 プロボール登録(Ａ以外も可) 14:30～15:30 プロボール登録(Ｂ以外も可) 16:30～18:00 プロボール登録(Ｃ以外も可) 16:30～18:00 プロボール登録(Ｄ以外も可)

①プロ氏名 ②アマチュア氏名 ①プロ氏名 ②アマチュア氏名 ①プロ氏名

第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権

大会前日 10月6日(水) 練習・プロボール登録 グループ分け

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ


