
受付
Ｎｏ.

1 コロコロ ※ｱﾏ 片倉　昌高 ※ｱﾏ 高尾　晃正 ※ｱﾏ 大久保博之 ※ｱﾏ 丹路　慶一

2 チーム川越 ※ｱﾏ 落合　敏和 ※ｱﾏ 中村　桂爾 ※ｱﾏ 菅谷　亮太 ※ｱﾏ 寺西　　剛

3 #ライバール ※ｱﾏ 中村　謙介 ※ｱﾏ 水谷　弘之 ※ｱﾏ 横井　淳司 ※ｱﾏ 東　　賢一

4 セブンテンズ2022 ※ｱﾏ 奥谷　能庸 ※ｱﾏ 遠藤　大樹 ※ｱﾏ 澤内　祐哉 ※ｱﾏ 伊藤　弘晃

5 風岡鉄工所 ※ｱﾏ 風岡　宏尚 ※ｱﾏ 清水　康次 ※ｱﾏ 星野　充佳 ※ｱﾏ 竹内　雅哉

6 ROUND1&MK ※ｱﾏ 藤本　陽斗 ※ｱﾏ 大橋　京悟 ※ｱﾏ 藤本　裕人 ※ｱﾏ 後藤　雅也

7 セブンテンズ１ ※ｱﾏ 森　　寿雄 ※ｱﾏ 住友　翔一 ※ｱﾏ 畑　　茂雄 ※ｱﾏ 福本　真也

8 超ヤング1 ※ｱﾏ 船戸　祐一 ※ｱﾏ 岩井　信城 ※ｱﾏ 小松　侑誠 ※ｱﾏ 小松　秀誠

9 通りすがりのマイボウラーズ ※ｱﾏ 佐藤　健二 ※ｱﾏ 國枝　正人 ※ｱﾏ 福田　健一 ※ｱﾏ 倉澤　智則

10 チーム @-will ※ｱﾏ 兼浦　淳次 ※ｱﾏ 和田　展幸 ※ｱﾏ 安井　武彦 ※ｱﾏ 小野田健伸

11 ３度の飯よりボウリングが好き♡ ※ｱﾏ 浅野　英明 ※ｱﾏ 田宮　一男 ※ｱﾏ 北川　哲也 ※ｱﾏ 後藤　　孝

12 福福 ※ｱﾏ 中野　輝志 ※ｱﾏ 大門　勇喜 ※ｱﾏ 竹中　雄一 ※ｱﾏ 中野　良平

13 シグナルタワー ※ｱﾏ 桑木野茂治 ※ｱﾏ 岩本　泰典 ※ｱﾏ 原　　義政 ※ｱﾏ 島本晋太郎

14 例え地球が壊れても投げ続け隊 ※ｱﾏ 泉　　尋公 ※ｱﾏ 有賀　　徹 ※ｱﾏ 安原　真治 ※ｱﾏ 山田　葉一

15 ちゃんとねらってね！ ※ｱﾏ 山下　正人 ※ｱﾏ 田中　　豪 ※ｱﾏ 下地　雅也 ※ｱﾏ 永嶋　堅一

16 チーム名もボウリングも人任せ ※ｱﾏ 浜名　晃司 ※ｱﾏ 梅木　孝宏 ※ｱﾏ 中野　恵太 ※ｱﾏ 田代　　誠

17 AICHI－S ※ｱﾏ 井上　正敏 ※ｱﾏ 大重　　旭 ※ｱﾏ 吉川　敏明 ※ｱﾏ 水上　和彦

18 ブービーズ ※ｱﾏ 仮屋　幸人 ※ｱﾏ 鈴木　利和 ※ｱﾏ 大河内克彦 ※ｱﾏ 鈴木　幸三

19 U24 ※ｱﾏ 吉村　克徳 ※ｱﾏ 板井　秀人 ※ｱﾏ 古山　理雅 ※ｱﾏ 田代　尚喜

20 東名クラブ ※ｱﾏ 犬飼　健志 ※ｱﾏ 山田裕太郎 ※ｱﾏ 桑原　達也 ※ｱﾏ 村田　大輔

21 届くのか？Ｆよ… ※ｱﾏ 大久保貴史 ※ｱﾏ 藤本　一任 ※ｱﾏ 宮川　大史 ※ｱﾏ 山本　峻示

22 チームなんじゃー ※ｱﾏ 日比野高志 ※ｱﾏ 小澤　涼一 ※ｱﾏ 篠原　五郎 ※ｱﾏ 竹内　秀昭

23 ゆめおい ※ｱﾏ 万代　康成 ※ｱﾏ 久米　光一 ※ｱﾏ 牧野　祐季 ※ｱﾏ 尾崎　明仁

24 チームフィフス ※ｱﾏ 車　　伸矢 ※ｱﾏ 木下三起雄 ※ｱﾏ 西薗　靖広 ※ｱﾏ 齋藤　　渉

25 君たちキウイ・パパイア・マンゴーだね。 ※ｱﾏ 横地　優輝 ※ｱﾏ 川村　優輔 ※ｱﾏ 赤堀　栄基 ※ｱﾏ 土屋　喜洋

26 転生したらボウラーだった件 ※ｱﾏ 金井　良介 ※ｱﾏ 橋谷慎太郎 ※ｱﾏ 大倉　一豊 ※ｱﾏ 森　　和幸

27 over-60 ※ｱﾏ 高橋　　暁 ※ｱﾏ 伊藤　伸吾 ※ｱﾏ 福地　雅実 ※ｱﾏ 大保日出夫

28 Open the window ※ｱﾏ 清水　亮我 ※ｱﾏ 林　　直人 ※ｱﾏ 鷲見　和保 ※ｱﾏ 渡辺　　樹

29 TEAMパワー&両手 ※ｱﾏ 高橋　晃大 ※ｱﾏ 小林　海翔 ※ｱﾏ 鈴木　彪雅 ※ｱﾏ 前田　祐輔

30 チーム笹塚 ※ｱﾏ 佐々木士門 ※ｱﾏ 冨永　達郎 ※ｱﾏ 米澤　佑哉 ※ｱﾏ 小野　在由

31 割と歴浅め ※ｱﾏ 森岡　昌嵩 ※ｱﾏ 笹島新太郎 ※ｱﾏ 塚田　侑希 ※ｱﾏ 関 　 誠

32 ぽんぽんぽーーーん ※ｱﾏ 山本　青空 ※ｱﾏ 山本　太陽 ※ｱﾏ 佐藤　陽生 ※ｱﾏ 深山　碧巴

33 6の字学園 ※ｱﾏ 長岡　浩史 ※ｱﾏ 成田　　晋 ※ｱﾏ 松下　勝朗 ※ｱﾏ 石井　栄一

34 カーニバル ※ｱﾏ 伊藤　康宏 ※ｱﾏ 西村　克哉 ※ｱﾏ 今野　拓也 ※ｱﾏ 横山　勝司

35 LefRight(れふらいと) ※ｱﾏ 丹治健太郎 ※ｱﾏ 松内　拓未 ※ｱﾏ 松尾　宏記 ※ｱﾏ 霧生　健太

36 VEGA NIGHT ※ｱﾏ 堀田　悠次 ※ｱﾏ 板垣昌一郎 ※ｱﾏ 久保　健太 ※ｱﾏ 徳田　隆志

37
38
39
40

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③

男子アマチュアチーム エントリー状況　８月２９日１４時現在

第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権

◎アマチュアのみのチーム（男子）

 【注意】　※このリストは、エントリーが送信された順です。
　　※広告協賛優先出場チームの申込み結果により、広告協賛優先チーム以外の男子アマチュアチームの定員数は３１チームとなります｡

　　※エントリーが定員チーム数(男子31チーム)を超えた場合は、公開抽選にて出場チームを決定致します。

　　※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。

氏名④


