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Ｎｏ. No. No. No. No.

1 チームパイセン ※ｱﾏ 松木　敏幸 ※ｱﾏ 大谷　　裕 ※ｱﾏ 飯島　祥行 1121 鈴木　勇太

2 MK 885 平山　陽一 ※ｱﾏ 勝元　貴也 988 吉井　昌幸 ※ｱﾏ 本間　　亘

3 プロショップナカライ 886 椎名　龍一 ※ｱﾏ 望月　義宣 ※ｱﾏ 大木　　登 312 半井　　清

4 CoCo松本 1411 原田　　岳 ※ｱﾏ 武井　弘司 ※ｱﾏ 馬留　久志 ※ｱﾏ 一ノ瀬　靖

5 初めましてだけど頑張ります 1328 小林　龍一 ※ｱﾏ 稲葉　貴久 ※ｱﾏ 宮崎　直哉 ※ｱﾏ 上田　太樹

6 チームKing ※ｱﾏ 吉田　大祐 1219 川添　奨太 ※ｱﾏ 佐々木智之 1078 山本　　勲

7 シナモンの金で焼肉食べたい ※ｱﾏ 山下　博也 ※ｱﾏ 山下　諄也 ※ｱﾏ 塚越　翔太 1091 佐取　　賢

8 チ－ム腹黒3 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 木村　　学 ※ｱﾏ 吉井　大生 ※ｱﾏ 岩満　　健

9 TEAMｰMIZUP 913 水谷　孝敏 ※ｱﾏ 亀井　浩平 ※ｱﾏ 竹内　　淳 ※ｱﾏ 古市　達也

10 アイキョーボウルA ※ｱﾏ 水野　優亮 ※ｱﾏ 山本　文保 ※ｱﾏ 重見　康浩 1252 門川　健一

11 ころかな 1169 田倉　幸則 ※ｱﾏ 小林　拓己 1386 加藤翔太郎 ※ｱﾏ 向山　大樹

12 アイキョーボウルB ※ｱﾏ 岡田　勝利 ※ｱﾏ 佐藤　　学 ※ｱﾏ 奈良輪竜也 548 工藤　博充

13 ピンスｨーパーズ 897 池元　克美 ※ｱﾏ 前川　　登 ※ｱﾏ 北村　寧治 793 岩楯　泰彦

14 NEW　WAVE2022 ※ｱﾏ 森　　裕雅 ※ｱﾏ 渡辺　浩一 ※ｱﾏ 日比野佳之 167 星野　宏幸

15 エース野瀬 ※ｱﾏ 野瀬　修司 ※ｱﾏ 醍醐　達雄 ※ｱﾏ 内藤　良弘 912 中沢　　奨

16 きゅぽかのと『今日の石P』 ※ｱﾏ 渡辺　大樹 ※ｱﾏ 小峰　翔太 ※ｱﾏ 松原　　聡 944 石野　　宏

17 TEAM JMRS ※ｱﾏ 大槻　隼也 ※ｱﾏ 後藤　潤光 ※ｱﾏ 井上龍太朗 1085 山下　昌吾

18 池袋ロサボウル ※ｱﾏ 石井　浩之 ※ｱﾏ 西村　洋祐 ※ｱﾏ 室井　　勝 572 横川　義雄

19 ナカジーピーナッツが好き！ ※ｱﾏ 宮島　真吾 ※ｱﾏ 中島　　勉 ※ｱﾏ 久保田正英 1421 壬生　将太

20 チーム加藤フォーエバー ※ｱﾏ 植田　貴博 ※ｱﾏ 菊谷　　準 ※ｱﾏ 宮下　　剛 566 上原　正雄

21 IWATA industry ※ｱﾏ 濱野　洋介 102 藤村　重定 ※ｱﾏ 岩田　勝視 1394 藤村　隆史

22 梶部屋 ※ｱﾏ 松林　潤生 1074 道菅　　真 ※ｱﾏ 田中　淳一 860 梶　　義宏

23 G3ズ＋G1 ※ｱﾏ 宇埜　慎一 ※ｱﾏ 吉沢　　満 ※ｱﾏ 関口　　力 478 蒲生　　敬

24 ボーズとヤングとスイカ泥棒 1092 正田　晃也 ※ｱﾏ 三牧　巧実 ※ｱﾏ 坪井　亮太 870 坪井　　実

25 ガラクタ　ファミリー ※ｱﾏ 加茂　政生 390 宮内圭次郎 ※ｱﾏ 松岡　拓矢 ※ｱﾏ 前新　秀雅

26 黒バス ※ｱﾏ 小幡　章夫 ※ｱﾏ 酒井　孝司 ※ｱﾏ 高橋　　通 1034 土井　　貢

27 チーム　Ｔ☆Ｏ☆Ｃ ※ｱﾏ 上村　　悟 ※ｱﾏ 清水　智幸 ※ｱﾏ 涌井　栄児 1055 鈴木　辰哉

28 キャナルねぎっしー護衛隊 1349 入口　光司 ※ｱﾏ 木村　謙太 ※ｱﾏ 伊藤宗一郎 ※ｱﾏ 福原　勇翔

29 team大四喜 1440 鈴木　健也 ※ｱﾏ 清　　純一 ※ｱﾏ 野村　経博 1337 今瀧　　賢

30 (糸)ひろゆき建設 900 糸山賀津人 ※ｱﾏ 山中　裕之 ※ｱﾏ 井上　義範 ※ｱﾏ 石原　啓行

31 アマカスファミリー 1345 甘糟　翔太 ※ｱﾏ 畑　　秀明 1350 山中　　悟 ※ｱﾏ 菅野　直人

32 親指は添えるだけ…with in ※ｱﾏ 島田　卓也 ※ｱﾏ 蔵五　雄介 ※ｱﾏ 齋藤　大哉 1361 堀ノ内智大

33 Shu-KING 1366 嶋田　佑介 ※ｱﾏ 山田　　裕 ※ｱﾏ 上辻　　博 ※ｱﾏ 本村　健二

34 なんとかなるさ ※ｱﾏ 菊田　　樹 ※ｱﾏ 彦田　晃嗣 ※ｱﾏ 阿部賢志朗 1442 河内　唯斗

35 曲げるンゴ ※ｱﾏ 小屋　壮生 ※ｱﾏ 髙橋悠太朗 1377 羽賀　秀和 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥

36 ＠大阪リベンジャーズ ※ｱﾏ 宮地　　優 ※ｱﾏ 堤　　泰三 ※ｱﾏ 長谷川　龍 486 大谷内高志

37 ナイスガイ 1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 黒田アーサー ※ｱﾏ 照井　一央 949 砂子　明廣
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38 WINg ※ｱﾏ 谷口　義宜 ※ｱﾏ 柏原　勇太 ※ｱﾏ 山本　義達 1306 別所　　翼

39 今年こそは・・・ ※ｱﾏ 瀬野　和博 1064 菅原　秀二 ※ｱﾏ 小西　菖平 1031 井上　純平

40 1人を除けばフサフサ ※ｱﾏ 荻野　俊規 1335 島根　大樹 ※ｱﾏ 加山　峰之 918 中野　和弘

41 タケオとシノブ ※ｱﾏ 鎌田　武男 1262 川口　真一 ※ｱﾏ 佐久間　忍 1053 会田　啓介

42 オッサンず＋1 ※ｱﾏ 森永　竜輝 664 川村　直樹 ※ｱﾏ 峰見　恵ニ ※ｱﾏ 小山　浩二

43 どさんこ忍者 ※ｱﾏ 松浦　和広 1081 土谷　　翼 ※ｱﾏ 菊池　　彰 1290 梶田　朋寛

44 最後の悪あがき ※ｱﾏ 小嶋　建志 ※ｱﾏ 阪口　昭一 ※ｱﾏ 池辺晃一郎 741 江頭　善文

45 10年目！経過観察中 ※ｱﾏ 松下　昭史 1281 松岡　秀法 1268 松本　貴臣 ※ｱﾏ 中江　文義

46 ＨＥＫＩ　ＣＨＡＮＮＥＬ ※ｱﾏ 岩田　　弘 1050 日置　秀一 521 坂田　重徳 ※ｱﾏ 佐藤　宇宙

47 スーパールーキー 1436 入江　健太 ※ｱﾏ 永坂　拓也 ※ｱﾏ 手塚　　泰 1117 松本　智弥

48 マイペース2022 ※ｱﾏ 浦川　　毅 1406 原田　裕史 ※ｱﾏ 西村伊佐夫 1301 加藤　隆広

49 チームHMG 1307 播摩　友和 ※ｱﾏ 宮越　健一 515 木村　紀夫 ※ｱﾏ 宮田　賢司

50 小嶺シティボウル 347 原田　招雄 ※ｱﾏ 井上　憲夫 368 柴田　英徳 ※ｱﾏ 前畑　利樹

51 SYRO ※ｱﾏ 大月　光浩 1132 佐野　芳宏 1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 白井　康介

52 打てねぇ豚はただの豚だ。 ※ｱﾏ 田代晃嗣郞 ※ｱﾏ 塩月　　晃 ※ｱﾏ 原　　隆典 1272 山上　英章

53 TMG ※ｱﾏ 坂本　和幸 644 玉置幸一郎 ※ｱﾏ 川南由起男 18 矢島　純一

54 フレッシュ 1321 髙品　康成 ※ｱﾏ 宮脇　拓臣 1430 田中　義一 ※ｱﾏ 門田　優樹

55 JTBA 1358 角戸　英隆 ※ｱﾏ 中川　大輔 892 高城　明文 ※ｱﾏ 川西　正顕

56 水ナス ※ｱﾏ 上村　健一 1397 北野　優輝 ※ｱﾏ 松本　吉広 906 富永　　尚

57 チームYNSK ※ｱﾏ 小林　貴司 479 栴檀　　稔 ※ｱﾏ 中場　　勉 349 山崎　行夫

58 TEAM BOWLSTAR 1431 木村　　晃 ※ｱﾏ 大橋　龍寛 ※ｱﾏ 斎藤　祐太 1427 田中　椋也

59 大黒柱は彰 ※ｱﾏ 谷口　悠斗 ※ｱﾏ 鈴木　　昭 ※ｱﾏ 石原　悠希 1229 上田　晋也

60 このプラスを守り抜く。 1432 羽ヶ﨑匠海 ※ｱﾏ 木内　大介 1370 新城　一也 ※ｱﾏ 田窪　一翔

61 花島パークレーンズ ※ｱﾏ 高橋　隼人 1312 太田　　誠 ※ｱﾏ 熊木　大地 1304 齋藤　剛一

62 Team「1/8192」 920 桜庭　良弘 ※ｱﾏ 阿部　晋也 930 勢力　優之 ※ｱﾏ 濱田　常男

63 kobayashi channel 1392 松浦　和彦 ※ｱﾏ 丹野　英樹 1277 小林　孝至 ※ｱﾏ 竜門　幸弘

64 BAD MAN ※ｱﾏ 辻永　一彦 1124 尾西　健太 ※ｱﾏ 今井　康雄 442 西村　邦彦

65 ひーじーてぃーびー 1424 坂本　就馬 ※ｱﾏ 内山　大介 1426 土方　　捷 ※ｱﾏ 八鍬　良太

66 プロショップT＆900 888 谷口　　隆 ※ｱﾏ 小林　浩一 ※ｱﾏ 大角　光司 ※ｱﾏ 溝端　　猛

67 kato p world ※ｱﾏ 森　　高義 1066 加藤　祐哉 ※ｱﾏ 鶴　健太郎 1125 相澤　英昭

68 也。 ※ｱﾏ 山本　竜也 ※ｱﾏ 清原　優也 ※ｱﾏ 山﨑　慎也 1291 渡邊　雄也

69 連番だよ!! ※ｱﾏ 松元隆一郎 911 村上　　旭 ※ｱﾏ 川上　敏則 910 鈴木　博喜

70 六代目ＪＳ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ ※ｱﾏ 馬場遼太郎 ※ｱﾏ 齋藤　直人 ※ｱﾏ 齋藤　亮太 927 品田順一郎

71 グービーズ 1401 畑野　健人 ※ｱﾏ 石原昭太朗 ※ｱﾏ 清水　佳昌 ※ｱﾏ 中山　翔太

72 世界のナカムラ 1298 前田　充彦 ※ｱﾏ 江越健一郎 ※ｱﾏ 大村桂一郎 1247 中村　太亮

73 ちーむいなもり ※ｱﾏ 稲森　友樹 1341 榎　　大成 ※ｱﾏ 山口　拓朗 1343 平岡　勇人

74 MSTT マスイリク 増井　　陸 1428 鮫島　　蓮 ※ｱﾏ 堤　　祐樹 1365 髙橋　俊彦
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75 けんたとけいたとあと1人 ※ｱﾏ 新舎　拓巳 1435 德久　恵大 ※ｱﾏ 浅川　啓大 1267 森本　健太

76 アソビックスびさい 848 吉田　文啓 ※ｱﾏ 林　　元輝 ※ｱﾏ 森　　清隆 ※ｱﾏ 近藤　真一

77 まるちゃんずのま～るいのは、だ～れだ！！ 1190 和田　秀和 ※ｱﾏ 田野岡大夢 1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 森下　元喜

78 Tomodachi lanes 1352 ブライアン･グリーンウッド ※ｱﾏ ハーレイ･ヘンドレン ※ｱﾏ マイケル･ボンバーゲン 1032 工藤　貴志

79 パークレーン宇部 ※ｱﾏ 渡邉　貴宏 ※ｱﾏ 佐野裕葵矢 ※ｱﾏ 海老名優陽 1286 本田　博照

80 ホリエジャパン ※ｱﾏ 西島　浩一 1149 榎本　浩也 ※ｱﾏ 大貫　大介 1077 堀江　真一

81 プロショップKOGANE ※ｱﾏ 高原　　勝 ※ｱﾏ 山崎　吉範 1013 小金　正治 ※ｱﾏ 川上　禎夫

82 聡海次第 1414 山田　成人 ※ｱﾏ 妹背　聡海 ※ｱﾏ 横内　結樹 ※ｱﾏ 白濱　大夢

83 ジャパンオープン'ズ 1167 岩瀬　一真 ※ｱﾏ 鈴木　清高 1205 阿部　基成 ※ｱﾏ 渡辺　郁弥

84 トマタン ※ｱﾏ 富樫　利明 ※ｱﾏ 橋本　　篤 ※ｱﾏ 大原　正嗣 641 北野　周一
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