
■ 主　　　催　：　尾張一宮オープン実行委員会

■ 後　　　援　：　一宮市ボウリング連盟

　 ■ 協　　　力　：　アソビックスグループ

クリエイティブハウスエーツー

東海地区プロボウラーズ選手会

　 ■ 承　　　認　：　(公社)日本プロボウリング協会

■ 協　　　賛　： 各社

■ 日　　　時　：　平成２９年５月７日（日）令和４年４月３０日（土）～５月１日（日）

■ 会　　　場　：　アソビックスびさい（ＢＷ　３２Ｌ）

　　　　〒４９４－０００２　愛知県一宮市篭屋３－９－１

ＴＥＬ０５８６（４７）５６６６　ＦＡＸ０５８６（４７）５６６５

■ 競技方法　： 予　選 ・・・ ６ゲームトータルピンにてＡＢＣ各シフト上位１４名合計４２名選出

準決勝 ・・・ ４ゲーム通算１０ゲームトータルピンにて総合上位３名選出

決　勝 ・・・ ３名によるステップラダー方式にて順位決定　

２０２２尾張一宮オープンプロアマトーナメント



総合最終順位

　準決勝　２位通過 254 総合優勝

坂倉　にいな 安里　　秀策

　

決勝

213　準決勝　３位通過　

（第３位）

笹田　　泰裕
（準優勝）

269

　準決勝上位３名によるステップラダー方式１ゲームマッチにて順位決定

222

（優　勝）

　準決勝　１位通過　

安里　　秀策

２０２２尾張一宮オープンプロアマトーナメント



２０２２尾張一宮オープンプロアマトーナメント　入賞者リスト

あさと　　しゅうさく

優勝者 安里　　秀策　 　５９期生　ライセンスＮｏ．１４２３

　　　　　　　　　日高東宝ボウル所属

順　位 ﾗｲｾﾝｽNo 氏　　　名 期 所属センター又は推薦プロ スコア 順　位 ﾗｲｾﾝｽNo 氏　　　名 期 所属センター又は推薦プロ スコア

優　勝 1423 安里　　秀策 59 日高東宝ボウル 第３１位 523 内藤　　真裕実 48 フリー/サンブリッジ 2,050

第２位 1310 笹田　　泰裕 52 伊賀にんにんボウル 第３２位 978 市原　　竜太 23 相模原パークレーンズ 2,049

第３位 515 坂倉　　にいな 47 アソビックス 第３３位 298 松岡　　美穂子 28 （株）コロナワールド 2,042

第３４位 アマ 北川　　市子　　　　 2,034

第４位 アマ 安里　　紗希　　　　 2,231 第３５位 アマ 渡辺　　郁也　　　　 2,017

第５位 1349 入口　　光司 54 ラウンドワン 2,209 第３６位 アマ 春日井　満　　　　　 2,000

第６位 1025 斉藤　　茂雄 42 名古屋グランドボウル 2,189 第３７位 アマ 黒木　　和哉　　　　 1,997

第７位 450 佐藤　　まさみ 42 ダイトースターレーン/ＡＢＳ 2,177 第３８位 445 鈴木　　亜季 41 (株)岩田工業 1,997

第８位 アマ 八鍬　　良太　　　　 2,174 第３９位 アマ 高木　　裕太　　　　 1,996

第９位 467 白石　　順子 43 （株）サウンド・ストーリー 2,169 第４０位 アマ 車　　　伸矢 1,952

第１０位 1219 川添　　奨太 49 東名ボール 2,162 第４１位 1427 田中　　椋也 59 クァトロブーム 1,942

第１１位 アマ 林　　　元輝　　　　 2,158 第４２位 アマ 下地　　雅也 1,913

第１２位 1425 伊吹　　太陽 59 ラピュタボウル彦根/ＡＢＳ 2,158

第１３位 アマ 中里　　隆星　　　　 2,155

第１４位 1424 坂本　　就馬 59 フリー 2,152 アマチュア総合第１位～第１０位　入賞者リスト

第１５位 557 水谷　　若菜 50 フリー 2,146 第１位 アマ 安里　　紗希 2,231

第１６位 364 丹羽　　由香梨 35 アソビックス 2,144 第２位 アマ 八鍬　　良太 2,174

第１７位 543 松尾　　星伽 49 東名ボール/ＡＢＳ 2,141 第３位 アマ 林　　　元輝 2,158

第１８位 544 坂本　　かや 49 永山コパボウル 2,135 第４位 アマ 中里　　隆星 2,155

第１９位 1428 鮫島　　蓮 59 フリー 2,133 第５位 アマ 米村　　和男 2,105

第２０位 1050 日置　　秀一 43 フリー 2,124 第６位 アマ 斉藤　　祐太 2,092

第２１位 1267 森本　　健太 51 アイビーボウル向島/ハイスポーツ社 2,122 第７位 アマ 西島本　有生 2,089

第２２位 アマ 米村　　和男　　　　 2,105 第８位 アマ 村永　　一樹 2,085

第２３位 アマ 斉藤　　祐太　　　　 2,092 第９位 アマ 鍋良　　卓哉 2,057

第２４位 アマ 西島本　有生　　　　 2,089 第１０位 アマ 北川　　市子 2,034

第２５位 1214 福丸　　哲平 48 （株）グランドボウル 2,087

第２６位 アマ 村永　　一樹　　　　 2,085

第２７位 469 安藤　　瞳 43 東名ボール 2,084

第２８位 1302 長岡　　義一 52 フリー 2,073 第１位 アマ 安里　　紗希　 2,231

第２９位 1401 畑野　　健人 57 （株）グランドボウル 2,062

第３０位 アマ 鍋良　　卓哉　　　　 2,057

第１位 アマ 原　　　理人　　 1,175

第２位 アマ 山中　　麗　 1,154

第３位 アマ 長谷川　星凪　 1,148

以上予選　６Ｇトータルピン

総合成績　入賞者リスト　（優勝～第４２位）

以上　決勝ステップラダー

以上準決勝　１０Ｇトータルピン

別紙 決勝
トーナメント表

参照

以上　準決勝　１０Ｇトータルピン

ジュニアの部（中学生以下）

女子アマの部


