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No. No. No. No.

リオ五輪代表控え組 ※ｱﾏ 岩沼　龍二 1360 渡邊　　要 ※ｱﾏ 板橋　則忠 1154 田中　慶吾

プロショップ KOGANE ※ｱﾏ 貴嶋　貢將 1013 小金　正治 1118 伊藤　睦昭 ※ｱﾏ 大月　光浩

おやじーズ ※ｱﾏ 小笠原敏晴 779 小山　泰正 ※ｱﾏ 飯島　敏幸 801 武井　義之

変なオジサンたち ※ｱﾏ 山下　　充 ※ｱﾏ 沖村　　孝 ※ｱﾏ 櫻井　　昇 517 平尾　　勉

今日は栄で５時!! ※ｱﾏ 倉持　　治 1178 平井　　翔 ※ｱﾏ 國本　武瑠 1336 黒澤　勝彦

ＯＯＴＭ ※ｱﾏ 大杉　一彦 647 大月　　仁 ※ｱﾏ 田中　彰則 643 益田　隆司

稲沢ダンディーズ 1167 岩瀬　一真 ※ｱﾏ 福岡　和福 ※ｱﾏ 石田　明弘 ※ｱﾏ 時田　昇平

チーム Ｋ＆Ｓ ※ｱﾏ 一松　大介 1022 黒田　仙雄 ※ｱﾏ 畠山　正寬 1299 佐藤　　匡

SHIBATA ちるどれん 2016 ※ｱﾏ 井本　一成 1317 柳生　清光 ※ｱﾏ 石原　秀一 1252 門川　健一

チーム 瀬戸内 ※ｱﾏ 新舎　拓巳 860 梶　　義宏 ※ｱﾏ 星川　　創 1074 道菅　　真

Ｒツー Ｌツー ※ｱﾏ 万代　康成 ※ｱﾏ 尾崎　明仁 ※ｱﾏ 多々良英矢 910 鈴木　博喜

山科グランドボウル ※ｱﾏ 小笠原　匡 885 平山　陽一 ※ｱﾏ 西村　和眞 988 吉井　昌幸

サウンドオブグラス ※ｱﾏ 袖之　　昭 964 大宮亜津志 ※ｱﾏ 山崎　　直 761 小原　照之

ファンタスティック４ ※ｱﾏ 佐々木光浩 ※ｱﾏ 堤　　泰三 ※ｱﾏ 宮地　　優 486 大谷内高志

Ｊ.Ｔ.Ｙ.Ｓ ※ｱﾏ 小林　　穣 1105 青木　　剛 ※ｱﾏ 亀井　　譲 1085 山下　昌吾

Ｈｉｓａｉ　Ｂｏｗｌ ※ｱﾏ 谷本　吉伸 ※ｱﾏ 森　　光徳 913 水谷　孝敏 ※ｱﾏ 竹内　史郎

ターキーズ 1245 大関　隆之 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥 ※ｱﾏ 坪井　亮太 870 坪井　　実

チーム サンブリッジ 1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 照井　一央 ※ｱﾏ 大城　和真 949 砂子　明廣

Ｔｅａｍ ＫＩＮＧ ※ｱﾏ 安里　秀策 1219 川添　奨太 ※ｱﾏ 吉田　大祐 288 酒井　武雄

ＨＴＵＫ ※ｱﾏ 日比　正裕 1331 髙淵　常志 ※ｱﾏ 臼井　公二 995 児島　都史

石原軍団 ※ｱﾏ 大松　廣樹 K108 鄭泰和ｼﾞｮﾝ･ﾃﾊ ※ｱﾏ ハン･サンベエ 344 石原　章夫

TEAM 北岡さんだぞ!! ※ｱﾏ 伊藤　　丈 1078 山本　　勲 ※ｱﾏ 土方　　捷 476 北岡　義実

ぴょんた Ⅳ ※ｱﾏ 植田　貴博 555 加藤　孝幸 ※ｱﾏ 菊谷　　準 566 上原　正雄

ONE VALLEY ※ｱﾏ 松下　昭史 1281 松岡　秀法 ※ｱﾏ 藤原　智也 1315 一谷　知広

甘えん坊 ※ｱﾏ 小林　　彰 ※ｱﾏ 島本　昭宏 ※ｱﾏ 中江　文義 1268 松本　貴臣

江の島ボウル Ｂ ※ｱﾏ 青柳　敬吉 1180 斉藤　征哉 ※ｱﾏ 栗城　裕司 379 斉藤　正典

Ｓａｉｔｏｈ ☆ Ｂｒｏｔｈｅｒ ※ｱﾏ ヘンリー･イラオ 1193 斉藤　琢哉 ※ｱﾏ 小川　勝治 1233 斉藤　祐哉

ゴルゴ１３ ※ｱﾏ 吉野　政弘 352 貞松　保行 ※ｱﾏ 鈴木　清志 1195 藤井　一浩

チーム アオモリ Ａ ※ｱﾏ 深川　広大 ※ｱﾏ 斉藤　駿介 ※ｱﾏ 石川　　新 1346 小鹿　大樹

チーム アオモリ Ｂ ※ｱﾏ 花岡　尚也 ※ｱﾏ 石岡　隆弘 ※ｱﾏ 棟方　伸伍 1146 中村　　智

チーム HARAGURO 1367 笠原　康正 ※ｱﾏ 野中　直行 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 岩満　　健

讃岐 豊's ※ｱﾏ 平野　　豊 1306 別所　　翼 ※ｱﾏ 古荘　　豊 1129 川瀬　啓治

チーム ４７ ※ｱﾏ 和田　大紀 1177 中村　隼也 ※ｱﾏ 黒田　　忠 1179 白浜　勇多

ボウル北見 チーム ※ｱﾏ 吉成　　翼 ※ｱﾏ 田中　秀司 ※ｱﾏ 松浦　和広 1081 土谷　　翼

池袋ロサボウル 1121 鈴木　勇太 ※ｱﾏ 稲葉　貴久 ※ｱﾏ 油原泰一朗 572 横川　義雄

チーム ビアフレーム 1359 黒須　教仁 ※ｱﾏ 小野　貴史 ※ｱﾏ 加藤　吉則 1371 澁谷　知仁

べっちーず ※ｱﾏ 久保　徳正 ※ｱﾏ 竹崎　寿征 ※ｱﾏ 浦部　年男 897 池元　克美

チーム ２３５歳です。 ※ｱﾏ 藪下　俊幸 858 山本　　浩 ※ｱﾏ 柳川　弘行 931 田形　研吾

ＳＤメンズ ※ｱﾏ 本田　充論 1116 佐久間信也 ※ｱﾏ 北山浩太朗 1101 村上　拓也

PBA FUJIBOWL 1143 吉田樹弐亜 ※ｱﾏ 山崎　雄太 ※ｱﾏ 山下　博也 1091 佐取　　賢

どてPん ※ｱﾏ 北　　知憲 1338 水本　有希 ※ｱﾏ 古舘　秀二 1070 呉竹  博之

やっちゃえ、啓ちゃん！ ※ｱﾏ 羽賀　秀和 1147 森西　義治 ※ｱﾏ 櫛笥　亮圓 1053 会田　啓介

チーム葛飾区 1323 牧野　　司 ※ｱﾏ 古川　智晴 ※ｱﾏ 松浦　　心 ※ｱﾏ 熊澤　武紀

ピン スイーパーズ 793 岩楯　泰彦 ※ｱﾏ 新谷　有眞 ※ｱﾏ 西村　　淳 564 佐藤　　剛

◎プロが含まれるチーム（男子） 

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権
男子出場チームリスト（Ｂシフト）

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④
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◎プロが含まれるチーム（男子） 

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権
男子出場チームリスト（Ｂシフト）

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

持っている男たち ver.69 ※ｱﾏ 川原　慎也 1133 菊池　正義 ※ｱﾏ 青木　雅和 1220 渡邉　航明

Ｋ Ｙ Ｎ Ｙ ※ｱﾏ 小林　貴司 ※ｱﾏ 湯浅　敬太 ※ｱﾏ 中場　　勉 349 山崎　行夫

ファイヤーワールド ※ｱﾏ 石田　正人 ※ｱﾏ 渡辺　隆明 ※ｱﾏ 中澤　俊樹 864 丸橋　了三

ち～む しゅうへい ※ｱﾏ 栗本　和久 ※ｱﾏ 佐藤　大地 ※ｱﾏ 山下　一義 363 吉田　　等

桃太 ※ｱﾏ 小幡　章夫 1034 土井　　貢 ※ｱﾏ 酒井　孝司 1208 中内　明弘

ＡＢＳ ファミリー 368 柴田　英徳 ※ｱﾏ 前畑　利樹 347 原田　招雄 ※ｱﾏ 折笠　健三

笹塚ボウル ※ｱﾏ 本田　　豊 ※ｱﾏ 長谷川文弘 ※ｱﾏ 柴山　竜吾 983 井口　直之

７１１９ ※ｱﾏ 井上　義範 1257 浅野　慎介 ※ｱﾏ 石原　啓行 900 糸山賀津人

チーム ココレーン ※ｱﾏ 和田　悠嗣 1275 稲葉　竜太 ※ｱﾏ 千代間隆文 827 久保　圭司

北陸男子 ※ｱﾏ 山崎　　昭太 1340 広瀬　恭平 ※ｱﾏ 奥野　雄大 1296 荒井慎太朗

チーム 富山 ※ｱﾏ 西尾　直史 ※ｱﾏ 松川　　豊 ※ｱﾏ 北川　善輝 707 曽根　崇央

最強のプロ↗ ･･･のアマ↘ ※ｱﾏ 宮田　智成 521 坂田　重徳 1050 日置　秀一 ※ｱﾏ 原科　三雄

ひなさん ※ｱﾏ 小間　克己 ※ｱﾏ 中野　輝志 ※ｱﾏ 井上　卓哉 1343 平岡　勇人

プロショップ エム ※ｱﾏ 白須賀正嗣 950 今井　秀和 ※ｱﾏ 赤松　　実 843 辻　　賢司

西やん 905 太田　隆昌 ※ｱﾏ 戸部　哲郎 ※ｱﾏ 溝尾　泰蔵 365 西田　久良

Ｔｅａｍ 栴ちゃん 479 栴檀　　稔 ※ｱﾏ 田川　和成 1271 山下　陽平 ※ｱﾏ 前川　克彦

アート･プリントＡｉ-51 ※ｱﾏ 菅瀬　久智 1276 村松　賢季 ※ｱﾏ 山下　　泉 1269 大城ｸﾗｳﾃﾞｨｵ

キャロル ※ｱﾏ 櫻井　渉太 1364 渡邊虎太郎 ※ｱﾏ 柳生　武彦 1267 森本　健太

Ｒｅｌａｘｘｘｘ ※ｱﾏ 森山　丈二 1189 串田　　昭 ※ｱﾏ 中村　四郎 1231 中野　太陽

名古屋グランドボウル 1025 斉藤　茂雄 ※ｱﾏ 神谷　正浩 ※ｱﾏ 近藤　芳史 ※ｱﾏ 関　統司雄

世田谷オークラボウル チーム ※ｱﾏ 飯島　祥行 ※ｱﾏ 前田　隆志 1191 越後　裕哉 ※ｱﾏ 中島　正美

ようこちゃんず ※ｱﾏ 北川　哲也 ※ｱﾏ 堀篭　高之 ※ｱﾏ 奇二　邦夫 876 園田　充彦

プロショップナカライ×ラウンドワン南砂店 1041 戸井健太郎 ※ｱﾏ 新井　秀樹 ※ｱﾏ 関根　武実 994 田中　康男

Ｔ.Ｍ.Ｇ ※ｱﾏ 山下　知且 18 矢島　純一 ※ｱﾏ 坂本　和幸 644 玉置幸一郎

グランドボウル ※ｱﾏ 岡田　　誠 1347 ヤン･ヒョンギュ 1130 岩切　稔純 ※ｱﾏ 岩切　政博

スマイル ＭＯ－ＭＯ－ 1307 播摩　友和 ※ｱﾏ 白羽　俊之 627 岡部　直治 ※ｱﾏ 倉持　渓佑

チーム ドラゴン 1060 栗本　　友 ※ｱﾏ 丹野　英樹 1277 小林　孝至 ※ｱﾏ 竜門　幸弘

保険の宮越 ※ｱﾏ 大塚　誠一 561 澤田　哲司 ※ｱﾏ 河村　利也 515 木村　紀夫

トージュ 1229 上田　晋也 ※ｱﾏ 山田　葉一 641 北野　周一 ※ｱﾏ 田村　將彦

TEAM SPRING ※ｱﾏ 町田　勝幸 ※ｱﾏ 鈴木　浩由 ※ｱﾏ 薬師寺正雄 1249 佐々木恭兵

Amakasu Family 1345 甘糟　翔太 ※ｱﾏ 甘糟　龍馬 ※ｱﾏ 甘糟　徳太 512 甘糟龍二郎

チーム BOO-BOSS BOWL ※ｱﾏ 矢代　信幸 ※ｱﾏ 三浦　光夫 ※ｱﾏ 吉原　正明 787 鈴木　好人

ＡＷＡ 踊り 2016 813 豊田　　清 ※ｱﾏ 木村　　修 ※ｱﾏ 石川　正豊 989 上瀬戸政樹

Ｔｅａｍ“1／8192” ※ｱﾏ 中嶋　広明 920 桜庭　良弘 ※ｱﾏ 阿部　晋也 930 勢力　優之

ナノデスボール開発部 977 徳江　和則 ※ｱﾏ 我妻　慎一 ※ｱﾏ 柴富　敏秀 1033 田坂　大輔

イーグル ※ｱﾏ 浅川　智輝 1138 吉川宗一郎 ※ｱﾏ 今井　康弘 442 西村　邦彦

９００ 男湯 Ⅰ ※ｱﾏ 田伏　順三 1221 木村弘太郎 ※ｱﾏ 内藤　重信 658 西村　　了

ＳＴＥＥＬ ※ｱﾏ 矢部圭司郎 932 ロバート･リー ※ｱﾏ 松尾　一成 918 中野　和弘

大人ランチ ※ｱﾏ 中村　有希 1374 平塚　裕貴 ※ｱﾏ 三富　祐樹 1201 小松　永宜

ＴＹＨＲチーム 1365 髙橋　俊彦 ※ｱﾏ 七野　亮輔 ※ｱﾏ 宮田　雄介 ※ｱﾏ 三好　弘将

ＯＯＯＨ 553 太田　　潔 ※ｱﾏ 小原　貴彦 ※ｱﾏ 奥原　輝彦 ※ｱﾏ 平林　浩文

全中王者を囲む会 ※ｱﾏ 畑　　秀明 ※ｱﾏ 鈴木　義経 ※ｱﾏ 松井　紀和 1210 安藤昭太郎

９００ 男湯 Ⅱ ※ｱﾏ 杉田　正樹 888 谷口　　隆 ※ｱﾏ 辻永　一彦 1123 大山　篤俊



ジェネレーションＧＡＰ the second year ※ｱﾏ 戸鹿島　弘 ※ｱﾏ 田中　康雅 ※ｱﾏ 本田　勝吉 ※ｱﾏ 溝田　和弘

Ｔｅａｍ Ｍ’ｚ ※ｱﾏ 高橋　　暁 ※ｱﾏ 竹内　真司 ※ｱﾏ 田河　直行 ※ｱﾏ 伊藤　伸吾

とくりん薬局 ※ｱﾏ 長嶺　将哉 ※ｱﾏ 友利　　実 ※ｱﾏ 新里　哲也 ※ｱﾏ 仲宗根宏樹

Ｐａｎｉｃ ※ｱﾏ 富田　昌克 ※ｱﾏ 橋本　敬司 ※ｱﾏ 西山　信幸 ※ｱﾏ 髙橋　彰二

中島畳店 ※ｱﾏ 上野　正人 ※ｱﾏ 入江　俊英 ※ｱﾏ 中島　芳彦 ※ｱﾏ 黒瀬　　尚

ａｇａｉｎ ※ｱﾏ 手塚　　泰 ※ｱﾏ 一ノ瀬　靖 ※ｱﾏ 松木　敏幸 ※ｱﾏ 城野　敏明

ココは俺に任せろ!! ※ｱﾏ 藤村　隆史 ※ｱﾏ 堤　　祐樹 ※ｱﾏ 小野　在由 ※ｱﾏ 吉田　健大

KNOW-ing ※ｱﾏ 宮下　　始 ※ｱﾏ 中嶋　俊博 ※ｱﾏ 深田　晃輔 ※ｱﾏ 堀井　　諭

イッパイ ×２ ※ｱﾏ 手島　正彦 ※ｱﾏ 岩瀬　勝則 ※ｱﾏ 稲葉　史郎 ※ｱﾏ 鈴木　博明

敗退は都市伝説 ※ｱﾏ 川畑健太郎 ※ｱﾏ 山野井哲也 ※ｱﾏ 高橋　恭介 ※ｱﾏ 若山　　稔

ルピナス ※ｱﾏ 前田　憲一 ※ｱﾏ 渡部　芳弘 ※ｱﾏ 仲田　和正 ※ｱﾏ 市川　佳伸

TEAM TAKE ※ｱﾏ 矢島　千尋 ※ｱﾏ 武井　保宏 ※ｱﾏ 矢島　一樹 ※ｱﾏ 竹平　幸男

We♥るか ※ｱﾏ 菅森　　歩 ※ｱﾏ 岡村　悠矢 ※ｱﾏ 熊澤　宏哉 ※ｱﾏ 菅原　完斗

Breakthrough ※ｱﾏ 石田　典寬 ※ｱﾏ 梶浦　雅文 ※ｱﾏ 兼松　　光 ※ｱﾏ 日高　健太

北海道クラシッククラブ道央支部 ※ｱﾏ 大山　英之 ※ｱﾏ 檜木　武博 ※ｱﾏ 矢原　勝敏 ※ｱﾏ 高橋　浩一

Team 9495 w/z ゴロ助 ※ｱﾏ 飯島　一茂 ※ｱﾏ 山崎　　健 ※ｱﾏ 飯島　宏二 ※ｱﾏ 岡村　健一

セブンテンズ ２チーム ※ｱﾏ 大石　和史 ※ｱﾏ 奥谷　能庸 ※ｱﾏ 畑　　茂雄 ※ｱﾏ 福本　真也

◎アマチュアのみのチーム（男子）　

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権
男子出場チームリスト（Ｂシフト）

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④


