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Ｎｏ. No. No. No. No.

1 転球稲女子 577 筒井　美紀 ※ｱﾏ 中野　順子 ※ｱﾏ 松川由美子 ※ｱﾏ 米山　侑花

2 加瀬千子です♫ 161 加藤八千代 ※ｱﾏ 深瀬　美夏 223 長縄多禧子 ※ｱﾏ 松木　千春

3 ち～む　スーパーキャット！ ※ｱﾏ 花井千久佐 564 香川　　楓 ※ｱﾏ 松本　栞菜 566 川村友美子

4 Queen ※ｱﾏ 水野　敦子 525 宇山　侑花 ※ｱﾏ 川添　安子 384 松永　裕美

5 Ａｒａｋａｎ４ ※ｱﾏ 砂川　絹子 373 山下　貴子 ※ｱﾏ 横川かおる 281 斎藤美由紀

6 EMと愉快な仲間たち☆ 514 小久保実希 ※ｱﾏ 渡辺　希哩 546 星野　恵梨 ※ｱﾏ 星野眞由美

7 肉食系女子!! 558 坂倉　　凜 ※ｱﾏ 種瀬　楓華 ※ｱﾏ 新西　智子 515 坂倉にいな

8 チームMARY ※ｱﾏ 重里真由美 509 前屋　瑠美 ※ｱﾏ 河東　嘉子 ※ｱﾏ 佐藤　明美

9 湘南ゴージャスヤンキーα ※ｱﾏ 藤原　聖佳 496 櫻井　麻美 ※ｱﾏ 吉川　真弓 409 吉川　朋絵

10 わたしたち転がし隊！！！ 463 岸田　有加 ※ｱﾏ 森　　恵美 ※ｱﾏ 森　ひかり 482 菊地　　葵

11 ビッグムーン ※ｱﾏ 西野　由美 ※ｱﾏ 小川眞粧美 ※ｱﾏ 清原　文代 266 大月惠利子

12 チームぱいせん 530 飯田　菜々 ※ｱﾏ 吉田　　愛 ※ｱﾏ 工藤ひかる 523 内藤真裕実

13 team Nila 474 加瀬　一美 ※ｱﾏ 白勢　夕夏 ※ｱﾏ 小島　貴美 536 殿井ニラワティ

14 フォルトゥーナ 396 村田　律子 ※ｱﾏ 南　　和栄 ※ｱﾏ 旭岡　明美 247 浅田　裕子

15 teamエナジック 449 宮城　鈴菜 ※ｱﾏ 薄窪　夢叶 572 チョン･ヨンヒャン ※ｱﾏ 石嶺可奈子

16 神戸ボウリング倶楽部 ※ｱﾏ 木下しのぶ ※ｱﾏ 山田しげ美 ※ｱﾏ 加藤　珠美 447 柳　　美穂

17 B.T.S.U 379 上田　孝子 ※ｱﾏ 住田さおり ※ｱﾏ 番野真奈美 ※ｱﾏ 高瀬まゆみ

18 ☆TEAM ファンキー姉妹☆ 445 鈴木　亜季 ※ｱﾏ 斉藤　陽子 ※ｱﾏ 浅冨　保美 440 仲谷　和世

19 MKY48 ※ｱﾏ 酒井　寿美 ※ｱﾏ 古田　　幸 ※ｱﾏ 林　佐智江 360 永田　　桂

20 パワフル4 ※ｱﾏ 細井　葉月 580 小沼　　姫 ※ｱﾏ 松尾　妃奈 573 小松　　渚

21 脳内セレブ ※ｱﾏ 古塚奈々子 399 村田　和子 ※ｱﾏ 庭月野　恵 438 香田　幸子

22 Lefty＆Right♡ ※ｱﾏ 谷原　美来 586 幸木百合菜 ※ｱﾏ 鎌田　雅美 584 原野　萌花

23 Alice in Wonderland ※ｱﾏ 椎野　　歩 ※ｱﾏ 藤原千鶴加 ※ｱﾏ 曲淵麻里花 407 アリス曲渕

24 Hey Say1920 594 三上　彩奈 ※ｱﾏ 石田　玲奈 ※ｱﾏ 黒木　美羽 578 キム･ソヒョン

25 Newナチュラル４ 479 南条　恵美 ※ｱﾏ 山田　尚美 476 堀内　　綾 ※ｱﾏ 北川　市子

26 あつまれゆうこの森 ※ｱﾏ 石田　万音 ※ｱﾏ 宮本　采奈 ※ｱﾏ 塩田真由美 289 中谷　優子

27 Hi!MiMi 570 本橋　優美 ※ｱﾏ 高橋　愛莉 ※ｱﾏ 小川美由希 508 若田　彩実

28 SHMS ※ｱﾏ 金　　恵珍 579 キム･スルギ ※ｱﾏ 髙橋　咲紀 581 尾上　萌楓

29 TEAM★hymy (ひゅみゅ) ※ｱﾏ 芳賀裕美子 433 荻窪　美咲 ※ｱﾏ 崎山　穂花 286 佐藤由実子

30 ツルとカモ 200 加門　満代 ※ｱﾏ 中村　千容 ※ｱﾏ 宿谷　貴子 143 鶴岡みさ子

31 YMMMジャンプ ※ｱﾏ 谷口　優依 ※ｱﾏ 谷口　雅美 ※ｱﾏ 谷口　美優 569 前土佐　澪

32 A &K3 469 安藤　　瞳 ※ｱﾏ 河村　明子 437 鬼頭　徐美 ※ｱﾏ 桐生由紀子

33 はんなり ※ｱﾏ 野村　緋那 ※ｱﾏ 縄江　仁美 ※ｱﾏ 小笹　彰子 417 小笹久美子

34 snakeガールズ with F ※ｱﾏ 古川  　恵 ※ｱﾏ 古川  綺音 ※ｱﾏ 糸山  恵理 555 大坪菜摘美

35 ウェッブアイ ※ｱﾏ 藤田　彩佳 ※ｱﾏ 秋田　香織 ※ｱﾏ 神田　道子 576 鈴木　　馨

36 あやはるさっちゃんず♡ 526 久保田彩花 ※ｱﾏ 安里　紗希 ※ｱﾏ 大久保幸江 583 堀井　春花

チーム名 氏名① 氏名②

女子出場プロチームリスト　　9月8日17時現在

　　※エントリーフィーの入金は４名分まとめて下記期限までにお願いします。

　　入金期限：９月３０日（金）まで　※振込の際はチームキャプテン氏名の前に受付No.の入力をお願い致します｡

　※女子申込みプロチーム数が定数（92チーム）に満たなかった為、〆切り時点で申し込まれている

　　下記チームは全チーム出場確定です。

◎プロが含まれるチーム（女子） ※出場確定

氏名③ 氏名④

第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権
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37 ☆ウィンクルム☆ ※ｱﾏ 飯山　梨奈 452 生方千登勢 ※ｱﾏ 了舟さゆり 441 平野　志帆

38 すぅしぃチーム♡ 534 大仲　純怜 ※ｱﾏ 飯田　陽子 529 坂本詩緖里 ※ｱﾏ 福与　恵子

39 わかちぃ♡ 557 水谷　若菜 ※ｱﾏ 西村あけみ ※ｱﾏ 木庭　華絵 548 清水　千恵

40 ひろみのＤＩＹ ※ｱﾏ 内藤ひろみ 258 川崎八千代 324 市原　由紀 ※ｱﾏ 醍醐　靖子

41 はまちゃんにおまかせ★ ※ｱﾏ 濱﨑　姫琉 543 松尾　星伽 ※ｱﾏ 濱﨑りりあ 544 坂本　かや

42 グJIMINJINク 302 敷水恵美子 ※ｱﾏ 松浦　一美 ※ｱﾏ 溝田　月輝 372 板倉奈智美

43 BLOOM ※ｱﾏ 日置美穂子 341 吉野　　操 298 松岡美穂子 ※ｱﾏ 山中真友子

44 れなちゃんだけ「み」がつかない。 522 遠藤　未菜 ※ｱﾏ 森川　美琴 ※ｱﾏ 河村　怜奈 590 横山　実美

45 継続は力なり 412 佐藤　多美 ※ｱﾏ 太田　千恵 ※ｱﾏ 山中すみ江 64 斉藤志乃ぶ

46 小っさいSTEEL Family 422 亀井　智美 ※ｱﾏ 堀江　　梓 ※ｱﾏ 酒井みれい 361 植竹　幸子

47 NHYY ※ｱﾏ 佐藤　悠里 419 関根　直子 ※ｱﾏ 梶田ひかる 588 土屋　佑佳

48 私達か、それ以外か。 ※ｱﾏ 平野亜紗実 ※ｱﾏ 木村　祐子 ※ｱﾏ 伊藤　友里 499 本間由佳梨

49 まずはメンタル♥ ※ｱﾏ 近藤　眞桜 467 白石　順子 ※ｱﾏ 川島ゆりこ 371 藤田　麻衣

50 チームふくおか ※ｱﾏ 木村　優子 330 川口富美恵 ※ｱﾏ 吉田　和恵 275 愛甲　恵子

51 チーム凸凹 ※ｱﾏ 中島　月子 359 佐藤　美香 ※ｱﾏ 山野奈緒子 582 中島　瑞葵

52 キミに決めた☆ 488 渡辺けあき ※ｱﾏ 浦野　未瑚 549 秋山　希望 ※ｱﾏ 秋山　未来

53 レトロぷりん ※ｱﾏ 山本みさの ※ｱﾏ 土屋　郁乃 ※ｱﾏ 明石　理恵 277 太田　美紀

54 アプローチはランウェイ 520 三浦　美里 ※ｱﾏ 平野　智美 ※ｱﾏ 山田　悠加 297 座間　美子

55 STEEL GIRLS 470 小林よしみ ※ｱﾏ 山崎喜代美 ※ｱﾏ 岡嵜　幸代 490 大根谷　愛

56 Team Legend ※ｱﾏ 平林　素子 194 松井八知栄 ※ｱﾏ 桑原　寿子 173 時本美津子

57 ☆N＆M's☆ ※ｱﾏ 野仲　美咲 589 坂野ニイナ ※ｱﾏ 荒井　路代 390 河上　未希

58 ネイチャーズ ※ｱﾏ 戸谷偉津子 ※ｱﾏ 河村　順子 ※ｱﾏ 山田　　瞳 335 森　　ルミ

59 万華鏡 ※ｱﾏ 岩田　直美 471 久住　真弓 ※ｱﾏ 徳満　英美 473 桑原　澄江

60 『こ』の顔に生んでくれて 『と』うちゃんかあちゃんありがとう 『ね』ぇみんな、私を見て ※ｱﾏ 工藤こまち 593 倉田　　結 ※ｱﾏ 番井　琴音 540 倉田　　萌

61 アイキョー女子２ ※ｱﾏ 岩渕　萌香 517 本間　成美 ※ｱﾏ 坂本　桃夏 592 中嶋　由美

62 K♡A♡Y♡M 521 秋光　　楓 ※ｱﾏ 大熊　飛鳥 493 櫻井眞利子 ※ｱﾏ 長谷川柚栞

63 彩春ロマン♡ 429 森　彩奈江 ※ｱﾏ 大塚　彩世 ※ｱﾏ 本田　麻衣 431 野瀬　千春

64 ☆はじめまして☆ ※ｱﾏ 野上　美幸 385 大月　由香 ※ｱﾏ 後藤　美雪 434 大塚　美香

65 1994 ※ｱﾏ 藤村　七夕 561 高橋　美穂 ※ｱﾏ 永井萌々香 507 寺下　智香

66 わくわき♡ ※ｱﾏ 永野　恵子 ※ｱﾏ 佐藤奈奈子 ※ｱﾏ 坂谷内清美 459 森田　和紀

67 アイキョチーム１ ※ｱﾏ 熊本　美和 ※ｱﾏ 室伏　　萌 ※ｱﾏ 後藤光々音 537 岩見　彩乃

68 2N2M♡ 365 名和　　秋 ※ｱﾏ 宮入　梨緒 ※ｱﾏ 水谷　秋穂 364 丹羽由香梨

69 46+54+フレンズ 502 難波理恵子 ※ｱﾏ 野中佳代子 ※ｱﾏ 大河内未来 596 竹山　亜希

70 元気、呑気、陽気♩ 568 越智　真南 ※ｱﾏ 渡辺　　櫻 ※ｱﾏ 中島　梨沙 560 大久保咲桜

71 菜奈奈子はうどんが食べたい ※ｱﾏ 牛山　計子 567 大塚　由奈 ※ｱﾏ 熊田菜奈海 559 霜出　佳奈

72 ＪＫとえくぼ ※ｱﾏ 藤林　華音 ※ｱﾏ 坂田　望実 ※ｱﾏ 酒井　　愛 524 山田　　幸
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73 ネクサス 301 臼井　晶香 ※ｱﾏ 宮村由紀子 ※ｱﾏ 西村沙池子 382 中野　洋子

74 TEAMあまのっち with STEEL 591 関口　実穂 ※ｱﾏ 横山　小枝 ※ｱﾏ 河村　里穂 293 天野永美子

75 右ときどき左 494 桑藤　美樹 ※ｱﾏ 田森しのぶ ※ｱﾏ 古舘　樹子 489 堀井　千恵

76 にんじんファイターズ 556 澤田　春花 ※ｱﾏ 道上　結陽 ※ｱﾏ 水谷　貴代 ※ｱﾏ 渡辺優里菜

77 10%に賭けた！ふわふわ女子 ※ｱﾏ 金子　萌夏 595 内田　雪月 ※ｱﾏ 有賀　美華 597 美齊津理子

78 DSL ※ｱﾏ 鈴木　淳子 221 近藤　文美 ※ｱﾏ 若松　那奈 450 佐藤まさみ

79 芳川＆ギノワン ※ｱﾏ 仲里紗也香 484 松下　聖子 ※ｱﾏ 大底　京子 510 玉城　妙子

80 KKGM 456 黒田　知子 ※ｱﾏ 川上　美加 ※ｱﾏ 後藤　智子 451 望月　理江

81 みんなは私のために打つだけ、それだけでいい。 587 今井　双葉 ※ｱﾏ 渡辺　莉央 ※ｱﾏ 安田明香里 528 浅田　梨奈

82 STAR★SEEKER ※ｱﾏ 緒方　彩音 ※ｱﾏ 徳田　有紀 ※ｱﾏ 緒方　美空 352 姫路　　麗

83 天然ビタミンGIRLS♡ 571 岡田　友貴 ※ｱﾏ 工藤　由佳 486 田中　亜実 ※ｱﾏ 涌井　李音

84 A･Y･M･Y 478 小林あゆみ ※ｱﾏ 小林　ゆみ 545 大嶋　有香 ※ｱﾏ 坪井　美樹

85 アイキョーおにぎりチーム ※ｱﾏ 田中　美佳 ※ｱﾏ 山本　友美 ※ｱﾏ 新美　星七 533 川﨑　由意


