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No. No. No. No.

コロナキャットボウル中川店 ※ｱﾏ 峯田　美仁 431 吉川　邦男 ※ｱﾏ 神谷　悠里 450 佐々木秀雄

五代目 ＪＳ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ ※ｱﾏ 木口　貴雄 1016 野口  博樹 ※ｱﾏ 齋藤　裕也 927 品田順一郎

Ｔｅａｍ ティーンズ 1370 新城　一也 ※ｱﾏ 植松　智之 ※ｱﾏ 長澤　知靖 ※ｱﾏ 佐藤　雄偉

Ｓｐｅｒａｎｚａ ※ｱﾏ 今井　康雄 ※ｱﾏ 菊池光太郎 ※ｱﾏ 岡田　和正 1124 尾西　健太

ＳＴＡＲ－ＷＡＶＥ ※ｱﾏ 森　　裕雅 ※ｱﾏ 近藤　康孝 ※ｱﾏ 日比野佳之 167 星野　宏幸

一休さんは､だぁ～れだっ 笑 1190 和田　秀和 ※ｱﾏ 田野岡大夢 1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 前坂　翔人

アベノミクス 1205 阿部　基成 ※ｱﾏ 中村　謙介 ※ｱﾏ 山崎　慎也 ※ｱﾏ 清原　優也

Team Boomer's Pit 1246 石田　真也 ※ｱﾏ 渡辺　　仁 ※ｱﾏ 我如古ビトル 1334 井手　　哲

ＮＣ 1353 望月　大士 ※ｱﾏ 北原　大廉 ※ｱﾏ 木村　　晃 1337 今瀧　　賢

ＴＥＡＭ 拓 1373 後藤　拓也 ※ｱﾏ 近藤　和秀 ※ｱﾏ 炭竃　嘉希 ※ｱﾏ 近藤　勇真

プロショップＫＩＮＴＡ ※ｱﾏ 我妻　翔平 ※ｱﾏ 三上　雅幸 ※ｱﾏ 瀬野　和博 1031 井上　純平

たかＨＥＲＯ ※ｱﾏ 町山辰一郞 1225 小森　清人 ※ｱﾏ 佐藤　貴啓 1046 宮田　俊輔

イーグルボウル ※ｱﾏ 長島　則夫 1080 河津　亨至 ※ｱﾏ 鈴木　　昭 951 安部　誠司

プロショップ ナカライ 1369 木田　大輔 ※ｱﾏ 望月　義宣 ※ｱﾏ 後藤　若松 312 半井　　清

コロナキャットボウル Ｔ＆Ｈ ※ｱﾏ 武田　光司 570 山本　勝利 ※ｱﾏ 金田　京也 714 山崎　義則

倒柱戦隊 ボウレンジャー 1023 岡野　秀幸 ※ｱﾏ 林　　信彦 ※ｱﾏ 佐々木貴祥 1038 石橋　　孝

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

エーツー ※ｱﾏ 今井　政勝 819 鈴木　元司 ※ｱﾏ 東　　莉大 445 青木　彰彦

アクシス 1145 棚橋　孝太 ※ｱﾏ 十二　　淳 ※ｱﾏ 高橋　　匠 1019 小堀　文貴

エルガー ※ｱﾏ 犬飼　健志 ※ｱﾏ 山田裕太郎 869 木本　春夫 ※ｱﾏ 吉村　直人

キャノンチーム ※ｱﾏ 河合　貞治 1024 大友　　仁 ※ｱﾏ 菊地　勇人 1075 須崎　信行

打ってる風な雰囲気!! ※ｱﾏ 森　　高義 1066 加藤　祐哉 ※ｱﾏ 宮田　慶輝 1125 相澤　英昭

Tomodachi Lanes 1032 工藤　貴志 ※ｱﾏ スタンリー･サマー 1352 ブライアン･グリーンウッド ※ｱﾏ レオ･ムノズJr.

保倉映義チーム 947 保倉　映義 ※ｱﾏ 渡辺　玲史 ※ｱﾏ 川原　優一 1162 連保　友輔

ｔｅａｍ ＴＯＫＵ ※ｱﾏ 大澤　章浩 1319 浮田　健吾 ※ｱﾏ 谷口　悠斗 1284 北川　健一

がらくたブラザーズ ※ｱﾏ 加茂　政生 ※ｱﾏ 前新　秀雅 ※ｱﾏ 田森　　豪 390 宮内圭次郎

龍清栄進 ※ｱﾏ 水野　達哉 1150 落合　進治 ※ｱﾏ 西沢　栄朗 575 佐藤　　清

寺村プロと仲間達 902 玉井慎一郎 ※ｱﾏ 竹田　光寛 ※ｱﾏ 古賀　優輝 908 寺村　文孝

ホリエ ジャパン７ ※ｱﾏ 西島　浩一 1149 榎本　浩也 ※ｱﾏ 佐藤　雄司 1077 堀江　真一

孝修のエクスタシー講座 1314 児玉　侑樹 ※ｱﾏ 堂元　孝修 ※ｱﾏ 平松　健二 1351 井上　信吾

もやしっ子と３Ｌの男たち 1295 山下　周作 ※ｱﾏ 田中　淳一 ※ｱﾏ 戸田　雅人 1321 髙品　康成

ＢＳＹ² ※ｱﾏ 太田　俊雄 ※ｱﾏ 山田　和良 ※ｱﾏ 大村桂一郎 683 山下　　豊

永田屋＆ＶＥＧＡ ※ｱﾏ 神原マルコス 1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 山本　一晶 1132 佐野　芳宏

ｔｅａｍ ヨンブリ 1366 嶋田　佑介 ※ｱﾏ 田代晃嗣郎 ※ｱﾏ 山田　義裕 1272 山上　英章

西武ボウル＆芝グランドボール ※ｱﾏ 山崎　章弘 1301 加藤　隆広 ※ｱﾏ 清水　　晃 1117 松本　智弥

ＪＴＢＡ 1358 角戸　英隆 ※ｱﾏ 平田　直也 892 高城　明文 ※ｱﾏ 川西　正顕

柿田川の小心者 ※ｱﾏ 原田　秀貴 ※ｱﾏ 成川　和利 ※ｱﾏ 谷岸　正夫 1280 谷岸　　明

チーム ユーズ 558 星加　　猛 ※ｱﾏ 山根　伸耶 ※ｱﾏ 高良　洋平 1120 松下　周平

Ryujin@T.Y ※ｱﾏ 高谷　隆一 978 市原　竜太 1159 人見啓二朗 ※ｱﾏ 吉田　茂樹

不思議の国の魔王たち 514 高橋　延明 ※ｱﾏ 松本　貴大 985 松田　　章 ※ｱﾏ 内藤　良弘

HIGE NO KEIJI ※ｱﾏ 小原　陽治 969 森　　裕 ※ｱﾏ 森　　孝夫 740 池上　　徹

スミスミズ 1344 竹本　圭実 ※ｱﾏ 清水　和哉 ※ｱﾏ 住吉　祐也 1099 津島　健次

ＴＥＡＭ ＴＡ ※ｱﾏ 羽ヶ崎匠海 1227 鈴木　崇徳 ※ｱﾏ 小嶋　建志 ※ｱﾏ 依田　　隆

エースにおまかせ!! ※ｱﾏ 野瀬　修司 992 山能　健之 ※ｱﾏ 上谷　晴也 912 中沢　　奨

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

◎プロが含まれるチーム（男子） 
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

男子出場チームリスト（Ａシフト）
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第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

◎プロが含まれるチーム（男子） 
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

男子出場チームリスト（Ａシフト）

栃木！ 1285 八代　敬行 ※ｱﾏ 吉成　俊亮 1339 嘉久和潤一 ※ｱﾏ 川上　健太

ＴＥＡＭ ＷＡＶＥ 435 長谷　　宏 ※ｱﾏ 大川　　亘 ※ｱﾏ 広田　利博 ※ｱﾏ 松浦　　功

Ｔｅａｍ Ｆｕｔｕｒｅ ※ｱﾏ 水野　耕佑 ※ｱﾏ 吉野　浩章 ※ｱﾏ 寺脇　敏行 544 水野　成祐

福地Ｐと愉快な仲間達！ 1274 福地　信之 ※ｱﾏ 山田　哲也 ※ｱﾏ 金子　哲也 ※ｱﾏ 鷲見　理伯

ＯＳＢ 1255 福永　晃生 ※ｱﾏ 高安　真司 ※ｱﾏ 西田　智幸 1270 中原　正光

Ｎａｎａｍｍｙ’ｓ ２ 1349 入口　光司 ※ｱﾏ 伊藤宗一郎 ※ｱﾏ 加藤　貴之 ※ｱﾏ 松崎　清雅

チームあなみＭ ※ｱﾏ 横田　修治 ※ｱﾏ 山本　将史 ※ｱﾏ 鶴井　博敏 1309 西川　弘文

バジリスク ※ｱﾏ 堀　　秀行 835 中平　幸男 ※ｱﾏ 岡田　　良 ※ｱﾏ 杉野　正樹

坂東ファミリーボウル 667 中山　範彦 ※ｱﾏ 矢島　満博 ※ｱﾏ 林　　正人 850 高橋　桃也

今年こそは!! ※ｱﾏ 関　　研二 1224 吉野　武典 ※ｱﾏ 原　　隆典 777 内山　智昭

オールスター 443 平田　三男 ※ｱﾏ 加藤　秀和 ※ｱﾏ 仮屋　幸人 ※ｱﾏ 松浦　高久

丹揮塾 Ａ ※ｱﾏ 岩瀬　雄司 1330 浅尾　慎詞 ※ｱﾏ 長尾　康弘 506 三池　丹揮

丹揮塾 Ｂ ※ｱﾏ 二井野吉則 ※ｱﾏ 白浜　孝之 ※ｱﾏ 前田　匡史 1069 津島  悟志

ダッチマン 1355 前　　秀征 ※ｱﾏ 前　　祐司 ※ｱﾏ 佐藤　達也 1311 橋本　　明

ジャッカルの使い手 ※ｱﾏ 白木冨士夫 ※ｱﾏ 占部　　諒 ※ｱﾏ 今泉　元一 1131 田沢　広也

ちょい悪 おやじーズ！ ※ｱﾏ 石田　秀樹 1026 木村　広人 ※ｱﾏ 鈴木　利和 ※ｱﾏ 西尾　博文

イケメン率いるイケメン軍団 1361 堀ノ内智大 ※ｱﾏ 横田　和哉 ※ｱﾏ 今北　侑吾 1357 大西　翔太

永山コパボウル 1182 門奈　大介 ※ｱﾏ 中山　健一 ※ｱﾏ 坂本　就馬 1148 今泉　秀規

パパとゆかいな仲間たち ※ｱﾏ 宇和　　誠 1310 笹田　泰裕 ※ｱﾏ 松井　　卓 624 宮崎　　淳

Ｂ³ ※ｱﾏ 樋口　友馬 1254 馬場　健司 ※ｱﾏ 稲垣　祐治 ※ｱﾏ 杉本　哲也

（株）おしゃれ番長 ２ ※ｱﾏ 野村　敦史 ※ｱﾏ 坂本　健二 ※ｱﾏ 大榎　幸夫 1302 長岡　義一

爆笑 佐藤 【天才】 ※ｱﾏ 林　　義真 1291 渡邊　雄也 ※ｱﾏ 佐藤　康晴 1127 福岡　三裕

チャーラーへっちゃらー♪ 1362 髙井裕滋郎 ※ｱﾏ 藤城　大輔 ※ｱﾏ 山崎　俊輔 1372 戸辺　　誠

超平和バスターズ ※ｱﾏ 三浦　芳明 ※ｱﾏ 西谷　聡太 ※ｱﾏ 山家　正也 567 早川　源司

村上兄弟 ※ｱﾏ 村上　悦男 979 須田　　毅 1109 川島　賢治 ※ｱﾏ 村上　武男

ブラック★スター 1021 大胡　一平 ※ｱﾏ 宮﨑　　実 ※ｱﾏ 笠原　直幸 792 黒川　　靖

ＹＡＫＩＮＩＫＵ帝国 ※ｱﾏ 白濱　大夢 1288 髙田　浩規 ※ｱﾏ 櫻田　隆樹 1137 佐藤　秀樹

B・Addiction ※ｱﾏ 馬場　清司 ※ｱﾏ 泉水　雅俊 ※ｱﾏ 三田　　誠 1002 庄司　太郎

岩屋キャノンボウル ※ｱﾏ 鈴木　貴広 1266 神谷　昇司 ※ｱﾏ 松田あきら ※ｱﾏ 市川　圭太

みすたー☆末っ子 ※ｱﾏ 稲見　修央 ※ｱﾏ 篠原　　祐 ※ｱﾏ 矢藤　正規 1328 小林　龍一

エナジック・ワン 1327 森本　浩史 ※ｱﾏ 村濱　裕紀 1329 馬場　　一 ※ｱﾏ 田中　清隆

ＳＡＳ ※ｱﾏ 和田　翔吾 ※ｱﾏ 葛原　康介 ※ｱﾏ 竹田　　航 952 高橋　富資

Ｇ チーム 1052 儀間　義博 ※ｱﾏ 中尾　佑輝 ※ｱﾏ 新垣　直樹 ※ｱﾏ 儀間　徳博

横浜 HONKY TONK 1322 橋本　芳史 ※ｱﾏ 三富　正樹 ※ｱﾏ 金久保洋平 ※ｱﾏ 鈴木　健也

りゅーの大冒険 ※ｱﾏ 秋山　駿佑 ※ｱﾏ 中桐　正樹 ※ｱﾏ 上原　朋久 1368 志摩竜太郎

熊組 親衛隊 ※ｱﾏ 藤田　祐一 743 大熊　正人 ※ｱﾏ 中村　　豪 1262 川口　真一

チーム アモーレ 1298 前田　充彦 ※ｱﾏ 西山　静也 ※ｱﾏ 尾崎　博一 1247 中村　太亮

超新星唯斗(改)×４ 1289 谷合　貴志 ※ｱﾏ 田中　直樹 ※ｱﾏ 杉崎　　隆 1287 藤井　信人

チーム ＰＳＣ ※ｱﾏ 知花　義史 ※ｱﾏ 佐藤九十九 ※ｱﾏ 遠山　裕太 974 永野すばる

ストライクショット ※ｱﾏ 高橋　隼人 1304 齋藤　剛一 ※ｱﾏ 須山裕一郎 1312 太田　　誠

朝倉ファミリー 番外編 ※ｱﾏ 山本　青空 ※ｱﾏ 田中　智之 ※ｱﾏ 一瀬　政秋 1054 朝倉　丘雄

Ｍ．Ｔ．Ｅ．Ｎ ※ｱﾏ 太田　正之 1290 梶田　朋寛 ※ｱﾏ 伊藤　鋭司 1305 山川　尚晴



チーム 国際でコロコロ！ ※ｱﾏ 髙尾　晃正 ※ｱﾏ 富田　　明 ※ｱﾏ 片倉　昌高 ※ｱﾏ 丹路　慶一

日本のオバマと愉快なボウラーたち ※ｱﾏ 渡辺　貴仁 ※ｱﾏ 村田　大輔 ※ｱﾏ 森川　大督 ※ｱﾏ 本間　大輝

Ｋ３Ｈ ※ｱﾏ 鈴木　英雄 ※ｱﾏ 鳥山　裕記 ※ｱﾏ 松尾　　等 ※ｱﾏ 重永　一光

Ｋ･Ｔ･Ｋ･Ｔ ※ｱﾏ 林　　毅彦 ※ｱﾏ 林　　良雄 ※ｱﾏ 森川　　圭 ※ｱﾏ 谷口　　満

東海ジュニア ※ｱﾏ 甲地　悠人 ※ｱﾏ 伊藤　久修 ※ｱﾏ 村瀬　大地 ※ｱﾏ 村瀬　大河

ＴＥＡＭ へっぽこ ※ｱﾏ 鈴木　宏樹 ※ｱﾏ 中村　正勝 ※ｱﾏ 都梅　正史 ※ｱﾏ 伊藤　孝行

ＴＥＡＭ　Ｔ☆Ｏ☆Ｃ ※ｱﾏ 河東　達記 ※ｱﾏ 金子　弘明 ※ｱﾏ 東田　直樹 ※ｱﾏ 坂上　雅司

楽しく投げたいけど恥ずかしいのはイヤ！ ※ｱﾏ 高瀬　将光 ※ｱﾏ 下地　雅也 ※ｱﾏ 増田　和哉 ※ｱﾏ 柴田　　晃

コロナッチョ ※ｱﾏ 犬飼　優志 ※ｱﾏ 大野　英秋 ※ｱﾏ 宮川　大史 ※ｱﾏ 高木　　祐

Team SBC ※ｱﾏ 澤村　智彰 ※ｱﾏ 富田　博道 ※ｱﾏ 伏屋　明浩 ※ｱﾏ 堀江真一朗

チーム･オレンジボウラーズ ※ｱﾏ 板倉　　満 ※ｱﾏ 竹内　秀昭 ※ｱﾏ 林　　達也 ※ｱﾏ 大林　　稔

北谷ボウル ※ｱﾏ 登川　雄一 ※ｱﾏ 砂川　允志 ※ｱﾏ 新里　翔悟 ※ｱﾏ 新里　将太

桜デフ チーム ※ｱﾏ 細川　賢治 ※ｱﾏ 細川　禎仁 ※ｱﾏ 上野　勝己 ※ｱﾏ 馬留　久志

ピース ＆ エース ※ｱﾏ 田上　貴士 ※ｱﾏ 川畑　亨弘 ※ｱﾏ 網本　幸次 ※ｱﾏ 廣岡　正博

ヴィクトリー ※ｱﾏ 落合　敏和 ※ｱﾏ 中川　浩一 ※ｱﾏ 寺西　　剛 ※ｱﾏ 永嶋　堅一

働き者と遊び人 ※ｱﾏ 川上　　諒 ※ｱﾏ 黒木　和哉 ※ｱﾏ 斎藤　祐太 ※ｱﾏ 田中　椋也

ＳＤアマーズ ※ｱﾏ 仁田　勝一 ※ｱﾏ 寺下　晃幸 ※ｱﾏ 寺下　隆行 ※ｱﾏ 江川　　司

セブンテンズ １チーム ※ｱﾏ 倉橋　大樹 ※ｱﾏ 藤本　裕文 ※ｱﾏ 森　　寿雄 ※ｱﾏ 船木　　準

男子出場チームリスト（Ａシフト）

第３９回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）　
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④


