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No. No. No. No.

ｃｈａｎｇｅ ｏｆ ｌｉｆｅ ２ ※ｱﾏ 花形　千恵 221 近藤　文美 ※ｱﾏ 小林　京子 225 河合　珠美

タイトル２（アマ） ※ｱﾏ 水谷　若菜 475 舟本　　舞 ※ｱﾏ 坂倉　　凜 515 坂倉にいな

おかーさんと一緒♡ 422 亀井　智美 ※ｱﾏ 堀江　　梓 ※ｱﾏ 山中　郁子 419 関根　直子

くりりん総監督 ※ｱﾏ 川島ゆりこ 371 藤田　麻衣 ※ｱﾏ 青鹿　丘枝 467 白石　順子

１０７７♡ ※ｱﾏ 永井　恵子 452 生方千登勢 ※ｱﾏ 榮野川志穂 530 飯田　菜々

ハート４ ＡＢＳ ※ｱﾏ 上口　昭代 132 小磯　尚美 ※ｱﾏ 渡部　純子 91 小野日出朱

真裕実ファンクラブ(笑) ※ｱﾏ 箕輪　加奈 523 内藤真裕実 ※ｱﾏ 関矢　直美 494 桑藤　美樹

Ｔｅａｍ Ｑｕｅｅｎ 384 松永　裕美 ※ｱﾏ 木村　真理 525 宇山　侑花 ※ｱﾏ 渡邊　美和

大山美子(笑) ※ｱﾏ 宮原　美乃 555 大坪菜摘美 ※ｱﾏ 柴富　輝子 498 山田　弥佳

ＰＲＯＭＩＳＥ☆ 556 澤田　春花 ※ｱﾏ 香川　　楓 552 船山ビアンカ ※ｱﾏ 鈴木のり子

ＬＯＶＥ☆ 210 福井　清美 ※ｱﾏ 石橋　理加 ※ｱﾏ 桐　茉由美 ※ｱﾏ 堂山左千子

舞妓はん ※ｱﾏ 山崎喜代美 ※ｱﾏ 菅森　則子 ※ｱﾏ 宮村由紀子 503 北田　舞子

ＭＭＭＣ ※ｱﾏ 早川　知里 298 松岡美穂子 ※ｱﾏ 西村　美紀 341 吉野　　操

コツコツ ＧＯ！ 459 森田　和紀 ※ｱﾏ 坂谷内清美 ※ｱﾏ 岩下まゆみ 223 長縄多禧子

不思議の国の魔女たち ※ｱﾏ 内藤ひろみ ※ｱﾏ 鈴木　彰子 ※ｱﾏ 高橋　尚代 303 久保田法美

ＦＫＹＡ 516 村山　文佳 ※ｱﾏ 志田　啓子 ※ｱﾏ 斉藤　陽子 445 鈴木　亜季

ピン×バスターズ ※ｱﾏ 西野　久枝 339 田中　初美 333 斉藤　悦子 ※ｱﾏ 大島　晶子

ＢＴＯＢ♡ＬＯＶＥ 497 小泉奈津美 ※ｱﾏ 高橋　美沙 ※ｱﾏ 吉田　祐香 268 酒井　美佳

アイビー娘 514 小久保実希 ※ｱﾏ 内山　恵美 ※ｱﾏ 秋光美保子 521 秋光　　楓

ＳＡＭＹ ※ｱﾏ 森田　里子 433 荻窪　美咲 ※ｱﾏ 柳生　裕子 269 加藤　敦子

カトちゃんチーム 161 加藤八千代 ※ｱﾏ 佐藤　祐子 ※ｱﾏ 中村　洋子 190 小須田礼子

ｎｉｃｅ ♡ ｂｏｄｙ ※ｱﾏ 山中すみ江 412 佐藤　多美 ※ｱﾏ 三浦由起子 520 三浦　美里

ｔｗｉｎｋｌｅ ｓｔａｒ ※ｱﾏ 水脇　和美 511 奥野　　栄 ※ｱﾏ 星野真由美 546 星野　恵梨

ファンタスティック･フォー 547 岡本　明菜 ※ｱﾏ 飯田千恵子 ※ｱﾏ 松永　華穂 ※ｱﾏ 内貴　　優

ＳＩＳＴＥＲＳ♡ ※ｱﾏ 小池　　渚 542 小池　沙紀 ※ｱﾏ 秋山　未来 549 秋山　希望

Ｉ ♡ ＳＹＴ チーム 554 池畑　千穂 ※ｱﾏ 丹治　由紀 548 清水　千恵 ※ｱﾏ 山之内　愛

スポルト飯能女子組 ※ｱﾏ 井村　龍子 ※ｱﾏ 田中ちや子 ※ｱﾏ 小林うた子 307 岡田　郁子

ＳＤレディース ※ｱﾏ 了舟さゆり 550 田代　小夏 ※ｱﾏ 齊藤　佳奈 507 寺下　智香

ＰＳＰ ※ｱﾏ 戸谷偉津子 415 新川裕充子 ※ｱﾏ 河村　順子 373 山下　貴子

とまたん♡ 399 村田　和子 ※ｱﾏ 田吹　　薫 ※ｱﾏ 奥野　晴美 ※ｱﾏ 森尾　真理

Ｏ☆Ｎ☆Ｔ☆Ｍ ※ｱﾏ 太田　晴香 440 仲谷　和世 ※ｱﾏ 田村　千紘 428 森本　由希

Team るみーな 522 遠藤　未菜 ※ｱﾏ 平野　智美 ※ｱﾏ 中村　華世 509 前屋　瑠美

東海レディース ※ｱﾏ 西村沙池子 382 中野　洋子 ※ｱﾏ 中川みち子 301 臼井　晶香

穂香と千里と敷水奈智美 302 敷水恵美子 ※ｱﾏ 八木　穂香 ※ｱﾏ 野中　千里 372 板倉奈智美

稲ちゃん's ※ｱﾏ 小野せりな 142 稲橋　和枝 ※ｱﾏ 八木　照代 386 北條真紀子

Happiness Charge ♡ ※ｱﾏ 濱田真由美 508 若田　彩実 ※ｱﾏ 高澤　智子 361 植竹　幸子

おかえり､文乃さん!もう帰らないで(笑) 528 浅田　梨奈 ※ｱﾏ 今井　双葉 ※ｱﾏ 佐藤　徳子 464 片井　文乃

Ｓ.Ｕ.Ｈ.Ｍ ※ｱﾏ 住田さおり 379 上田　孝子 ※ｱﾏ 林　　光沙 335 森　　ルミ

ｅｎｊｏｙ!! ※ｱﾏ 大川千奈都 330 川口富美恵 ※ｱﾏ 木村　優子 465 進　　博美

ｔｅａｍ ドＳ 529 坂本詩緖里 ※ｱﾏ 坂本　桃夏 534 大仲　純怜 ※ｱﾏ 澤田　久恵

はなママフレンド ※ｱﾏ 北山　暢子 ※ｱﾏ 鈴木　珠美 ※ｱﾏ 石倉　米子 434 大塚　美香

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権
女子出場チームリスト

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

◎プロが含まれるチーム（女子） 
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Ａ ＆ Ｋ３ 469 安藤　　瞳 ※ｱﾏ 河村　明子 437 鬼頭　徐美 ※ｱﾏ 桐生由紀子

Ｆｏｕｒ★Ｒ ※ｱﾏ 小野　瑞歩 203 松本　妃永 ※ｱﾏ 原　　邦子 275 愛甲　恵子

キャラメルリボン ※ｱﾏ 都築　里美 484 松下　聖子 ※ｱﾏ 石川　和代 260 鈴木　　忍

咲和雅桂組 ※ｱﾏ 森　　咲江 ※ｱﾏ 大野　和恵 ※ｱﾏ 小室　雅美 360 永田　　桂

☆tom boy☆ 543 松尾　星伽 ※ｱﾏ 片伯部友紀 ※ｱﾏ 津澤　久美 470 小林よしみ

どてＰ'ｓ ※ｱﾏ 渋谷　樹子 489 堀井　千恵 ※ｱﾏ 石野　久代 ※ｱﾏ 堀井　晶子

ＫＫＫＭ 456 黒田　知子 ※ｱﾏ 川島　三鈴 ※ｱﾏ 川口　　泉 451 望月　理江

♡アプローチのハニー♡ 517 本間　成美 ※ｱﾏ 江田　恵理 ※ｱﾏ 松浦沙綾香 518 浦　麻紗実

七転び八起き ※ｱﾏ 須山　友美 539 長野　志穂 ※ｱﾏ 徳満　英美 538 髙　　和美

ジェシー ピンクマン ※ｱﾏ 加藤　菜緒 449 宮城　鈴菜 ※ｱﾏ 榊原　元子 389 谷川　章子

レジャラン女子 474 加瀬　一美 ※ｱﾏ 深瀬　美夏 ※ｱﾏ 松木　千春 ※ｱﾏ 薬袋　直子

Ｔｅａｍ どっこいしょ ※ｱﾏ 今井　靖香 262 澤田　玉美 ※ｱﾏ 西村　美幸 196 溝渕　秀美

美・アモ～～レ ※ｱﾏ 藤原千鶴加 504 川舩　愛美 ※ｱﾏ 曲渕麻里花 407 アリス曲渕

Ｔ－ＲＥＸ ♡ 219 西村　光代 ※ｱﾏ 奈良原麻衣 ※ｱﾏ 星野　圭子 390 河上　未希

キャイ～ン ※ｱﾏ 山口友姫菜 337 前田美津代 ※ｱﾏ 山口小菜美 293 天野永美子

ちぃちゃん 300 杉田知意子 ※ｱﾏ 廣瀬　美紗 290 松尾　紗妃 ※ｱﾏ 赤嶺　由美

パーク ビックス ※ｱﾏ 鬼防　希海 365 名和　　秋 ※ｱﾏ 水谷　秋穂 364 丹羽由香梨

Team Natural The Final ※ｱﾏ 庭月野　恵 274 豊田結花里 ※ｱﾏ 内藤智賀子 476 堀内　　綾

みっちゃんと３びきのこぶた いぇーい！ ※ｱﾏ 大久保咲桜 194 松井八知栄 ※ｱﾏ 平林　素子 173 時本美津子

湘南ゴージャスヤンキー＆マダム ※ｱﾏ 吉川　真弓 409 吉川　朋絵 ※ｱﾏ 芳賀裕美子 496 櫻井　麻美

K.O.T.S 200 加門　満代 ※ｱﾏ 奥田　敦子 ※ｱﾏ 宿谷　貴子 143 鶴岡みさ子

なんちゃって親子 438 香田　幸子 ※ｱﾏ 松本　君代 526 久保田彩花 ※ｱﾏ 平　ななみ

イニシャル Ｋ ♡ ※ｱﾏ 初見歌奈子 258 川崎八千代 284 金城　愛乃 ※ｱﾏ 石川　勝美

♡tom boy♡ ※ｱﾏ 小石　雪月 478 小林あゆみ ※ｱﾏ 渡邉　瑠花 545 大嶋　有香

NO MORE DREAM ※ｱﾏ 佐藤　結可 ※ｱﾏ 佐藤　愛美 ※ｱﾏ 金木妃登美 277 太田　美紀

全力投球 ※ｱﾏ 福園祐理恵 ※ｱﾏ 清野えみり ※ｱﾏ 保木　絵理 352 姫路　　麗

UP Rising  ボウリング部 488 渡辺けあき ※ｱﾏ 浦野　未瑚 ※ｱﾏ 菊池　彩夏 532 矢野　朋代

♡勝ち気な女神たち♡ ※ｱﾏ 吉田由美子 493 櫻井眞利子 ※ｱﾏ 照屋めぐみ 490 大根谷　愛

TEAM ★ お･ま･か･せ 211 加古三千世 ※ｱﾏ 中上佐代子 153 曽束　英子 ※ｱﾏ 田村　典子

ＹＮ．ＡＮ 179 山本由美子 ※ｱﾏ 西　　文子 ※ｱﾏ 青柳　孝子 82 河崎　憲子

やるときゃやるよ！1107達 450 佐藤まさみ ※ｱﾏ 小林　紗英 ※ｱﾏ 藤田　淳子 ※ｱﾏ 高橋　美穂

チビとゆかいな仲間たち ※ｱﾏ 佐野　智美 ※ｱﾏ 庄司利恵子 ※ｱﾏ 大月　真美 385 大月　由香

♡オハナマハロ♡ ※ｱﾏ 菊地　　優 ※ｱﾏ 菊地　明美 ※ｱﾏ 井上　昌美 482 菊地　　葵

ＫＯＯＡ ※ｱﾏ 是安　浩子 232 小野利美子 ※ｱﾏ 奥田　加代 247 浅田　裕子

チーム亜南 ※ｱﾏ 小林　ゆみ ※ｱﾏ 松本　広美 ※ｱﾏ 本橋　優美 513 鶴井　亜南

Team HAPPY 541 長尾　朱里 ※ｱﾏ 前土佐　澪 ※ｱﾏ 酒井　　愛 524 山田　　幸

S♡UND GIRLS 537 岩見　彩乃 ※ｱﾏ 坪井　美樹 ※ｱﾏ 尾上　萌楓 533 川﨑　由意

ザ・フレンズ ※ｱﾏ 溝川　和幸 15 長原　京子 ※ｱﾏ 兼岡　幸美 64 斉藤志乃ぶ

なんくるないさ～！ ※ｱﾏ 川上めぐみ 551 西澤　琴子 ※ｱﾏ 山能　真弓 510 玉城　妙子

☆NAKA-YOSHI☆ ※ｱﾏ 夏目　美和 320 吉田真由美 ※ｱﾏ 塩田真由美 289 中谷　優子

まいっちんぐ恭子先生 455 中村　美月 ※ｱﾏ 岡田　友貴 ※ｱﾏ 北村　恭子 369 堂元　美佐
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ぶろっぴ～ 536 殿井ニラワティ ※ｱﾏ 鷹箸　志帆 479 南条　恵美 ※ｱﾏ 宮沢美枝子

POISON ※ｱﾏ 倉持美由紀 421 人見　幸子 ※ｱﾏ 國本ひとみ 297 座間　美子

team SUNNY's 544 坂本　かや ※ｱﾏ 中村　裕美 ※ｱﾏ 鎌田　雅美 480 竹原　三貴

Ｔｅａｍ ＥＸＥＮＯ ※ｱﾏ 郡司加代子 273 翁　美津子 ※ｱﾏ 河東　嘉子 253 岡田　貴美

ピンクハーツ ※ｱﾏ 岩波　弥生 ※ｱﾏ 吉田ちづこ ※ｱﾏ 砂川　絹子 281 斎藤美由紀

♡365日毎日ファンタジスタ♡ 463 岸田　有加 ※ｱﾏ 田村　　唯 ※ｱﾏ 草野　恵子 444 鈴木　理沙

フォースの覚醒 ※ｱﾏ 平野亜紗実 499 本間由佳梨 ※ｱﾏ 小沼　　姫 487 大石　奈緒

T × SPORTS 540 倉田　　萌 ※ｱﾏ 倉田　　結 527 阪本　　彩 ※ｱﾏ 阪本　和江

ＲＡＭＡ ※ｱﾏ 大橋　亜希 ※ｱﾏ 日置美保子 ※ｱﾏ 尾﨑　涼子 500 廣﨑　彩子

ＹＭＹＳ ※ｱﾏ 河野　悠佳 ※ｱﾏ 永井萌々香 ※ｱﾏ 永松　由衣 506 古田　翔子

半熟天然娘。 ※ｱﾏ 鬼塚　優子 431 野瀬　千春 ※ｱﾏ 片岡　亜紀 429 森　彩奈江

きぃちゃんず ※ｱﾏ 山﨑　　京 ※ｱﾏ 山本　菜由 ※ｱﾏ 川口　紗希 ※ｱﾏ 川口　茉紀

歳の差☆４８ ※ｱﾏ 中島　瑞葵 ※ｱﾏ 齊藤　祐香 ※ｱﾏ 塚崎　詞子 ※ｱﾏ 麻生　哲子

Ｌｅｔ’ｓ ｅｎｊｏｙ ※ｱﾏ 番野真奈美 ※ｱﾏ 生駒　千鶴 ※ｱﾏ 稲葉みち子 ※ｱﾏ 鈴木　　緑

北海道クラシッククラブ道東支部 ※ｱﾏ 松浦　一美 ※ｱﾏ 植松　邦江 ※ｱﾏ 松本　文恵 ※ｱﾏ 福士　圭子

ＧＮ ＭＩＸ ※ｱﾏ 川村友美子 ※ｱﾏ 筒井　美紀 ※ｱﾏ 渡邊　幸子 ※ｱﾏ 今村　陽子

最恐★シバッスル ※ｱﾏ 高橋　弘美 ※ｱﾏ 松川由美子 ※ｱﾏ 新西　智子 ※ｱﾏ 伊藤　美絵

美・微・火魔女チーム ※ｱﾏ 菊地　教子 ※ｱﾏ 矢島　敏子 ※ｱﾏ 林　　明美 ※ｱﾏ 木村　嘉代

愛知がんばる女の子 ※ｱﾏ 近藤　菜帆 ※ｱﾏ 岩元美咲希 ※ｱﾏ 山田悠畝奈 ※ｱﾏ 戸塚　眞由

かっモンＧＯ！ ※ｱﾏ 井上理律子 ※ｱﾏ 川崎さとみ ※ｱﾏ 東出　泰子 ※ｱﾏ 滝沢　靖子

キャッツフォー ※ｱﾏ 植松里江子 ※ｱﾏ 高橋　栄子 ※ｱﾏ 今村　りさ ※ｱﾏ 佐野　玲子

なしょーかだい ※ｱﾏ 原田菜津実 ※ｱﾏ 石本　美来 ※ｱﾏ 霜出　佳奈 ※ｱﾏ 竹川ひかる

◎アマチュアのみのチーム（女子）
氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④チーム名


