
◎プロが含まれるチーム（男子） 
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No. No. No. No.

あすみが丘ファミリーボウル ※ｱﾏ 吉野　政弘 ※ｱﾏ 君波　俊一 ※ｱﾏ 渡邉　富之 1009 鈴木　隆之

シナダ３００％!! ※ｱﾏ 水戸野裕之 1016 野口  博樹 ※ｱﾏ 齋藤　裕也 927 品田順一郎

世界の修ちゃん 1314 児玉　侑樹 ※ｱﾏ 堂元　孝修 ※ｱﾏ 平松　健二 1351 井上　信吾

桃太郎「日本一」 ※ｱﾏ 林　　正人 ※ｱﾏ 原口　　治 ※ｱﾏ 矢島　満博 850 高橋　桃也

ノリダー 667 中山　範彦 ※ｱﾏ 近藤　亮二 ※ｱﾏ 平野　一平 ※ｱﾏ 須藤　健太

又吉ファミリー 1220 渡邉　航明 ※ｱﾏ 青木　雅和 1133 菊池　正義 ※ｱﾏ 又吉　直樹

ビッグ４ ※ｱﾏ 和田　篤史 ※ｱﾏ 富樫　利明 641 北野　周一 ※ｱﾏ 大原　正嗣

ターキーズ 1245 大関　隆之 ※ｱﾏ 森田　智則 ※ｱﾏ 坪井　亮太 870 坪井　　実

Team About 2017 1376 松田　力也 ※ｱﾏ 真子　照昭 ※ｱﾏ 山田　義裕 1272 山上　英章

take a opportunity ※ｱﾏ 三田　　誠 ※ｱﾏ 馬場　清司 ※ｱﾏ 泉水　雅俊 1002 庄司　太郎

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

ｔｅａｍ．四神獣 ※ｱﾏ 鈴木　政和 ※ｱﾏ 野村　経博 ※ｱﾏ 黒田成住忠 1337 今瀧　　賢

Ｔｅａｍ　ＮＣ 1353 望月　大士 ※ｱﾏ 鈴木　健也 ※ｱﾏ 北原　大廉 1322 橋本　芳史

ＴＥＡＭ　ＭＩＺＵ－Ｐ 913 水谷　孝敏 ※ｱﾏ 亀井　浩平 ※ｱﾏ 竹内　　淳 ※ｱﾏ 古市　達也

永田屋＆ＶＥＧＡ ※ｱﾏ 山本　一晶 1132 佐野　芳宏 1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 白井　康介

Boomer's Pit ※ｱﾏ 渡辺　　仁 ※ｱﾏ 我如古ビトル ※ｱﾏ 野村　　忍 1334 井手　　哲

team TEENS 1370 新城　一也 ※ｱﾏ 植松　智之 ※ｱﾏ 村上　太一 ※ｱﾏ 佐藤　雄偉

帰ってきた世界のショピー ※ｱﾏ 佐藤　貴啓 1046 宮田　俊輔 ※ｱﾏ 町山辰一郞 1092 正田　晃也

KING with T 288 酒井　武雄 ※ｱﾏ 河合　義幸 1315 一谷　知広 ※ｱﾏ 古橋　秀規

ユーズチーム 558 星加　　猛 ※ｱﾏ 高良　洋平 ※ｱﾏ 大澤　　誠 1120 松下　周平

コロナキャットボウル中川 ※ｱﾏ 山腰　七郎 ※ｱﾏ 三好　末博 ※ｱﾏ 峯田　美仁 431 吉川　邦男

セントアンドリュース ※ｱﾏ 中島慎太郎 1390 吉野　浩章 ※ｱﾏ 内田　卓也 1055 鈴木　辰哉

(株)おしゃれ番長 ３ ※ｱﾏ 大榎　幸夫 ※ｱﾏ 谷口　　尚 ※ｱﾏ 松岡　大記 1302 長岡　義一

今年こそは!! ･･･part２ ※ｱﾏ 関　　研二 1224 吉野　武典 ※ｱﾏ 原　　隆典 777 内山　智昭

横横チーム ※ｱﾏ 小原　陽治 1066 加藤　祐哉 ※ｱﾏ 森　　高義 1125 相澤　英昭

ちぃむ肉神 ※ｱﾏ 中嶋　広明 1253 野村　佳弘 ※ｱﾏ 福重　和起 1283 浜田　祐也

花島パークレーンズ ※ｱﾏ 荒川　陽平 1312 太田　　誠 ※ｱﾏ 高橋　隼人 1304 齋藤　剛一

BASARA 1365 髙橋　俊彦 ※ｱﾏ 酒井　孝司 ※ｱﾏ 小幡　章夫 1034 土井　　貢

きゅぽかの 1326 中濱　　歩 ※ｱﾏ 渡辺　大樹 1321 髙品　康成 ※ｱﾏ 錦織　宏明

ガラクタブラザーズ リベンジ ※ｱﾏ 加茂　政生 ※ｱﾏ 前新　秀雅 ※ｱﾏ 田森　　豪 390 宮内圭次郎

保倉映義チーム 947 保倉　映義 ※ｱﾏ 渡辺　玲史 ※ｱﾏ 土屋　利男 ※ｱﾏ 相葉　忠彦

２１ Ｂ．Ｊ ※ｱﾏ 白濵　大夢 1288 髙田　浩規 ※ｱﾏ 金子　泰啓 1292 三浦　啓寛

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

(株)凪祥・京漬物もり香蔵 ※ｱﾏ 山田　葉一 ※ｱﾏ 有賀　　徹 ※ｱﾏ 田村　將彦 1229 上田　晋也

ＴＴＯＴ!! ※ｱﾏ 松浦　和広 1081 土谷　　翼 ※ｱﾏ 吉成　　翼 ※ｱﾏ 山崎　　収
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アソビックスびさい ※ｱﾏ 林　　元輝 848 吉田　文啓 ※ｱﾏ 森　　清隆 ※ｱﾏ 近藤　真一

Tomodachi Lanes 1032 工藤　貴志 ※ｱﾏ ｽﾀﾝﾘｰ･ｻﾏｰ ※ｱﾏ ｼﾞｮｰ･ﾔｯｸﾏﾝJr. 1352 ブライアン･グリーンウッド

Ｙ・Ｓ・Ｔ・Ｔ ※ｱﾏ 古荘　　豊 1306 別所　　翼 ※ｱﾏ 梅田　辰一 1341 榎　　大成

アキラにおまかせ!! ※ｱﾏ 南　　玲良 1332 勝間田　翔 ※ｱﾏ 勝間田　進 1131 田沢　広也

けんちゃんず ※ｱﾏ 高安　真司 1344 竹本　圭実 1099 津島　健次 ※ｱﾏ 森本　裕樹

ちゃら男ＪＡＰＡＮ ※ｱﾏ 長尾　康弘 ※ｱﾏ 西田　智幸 ※ｱﾏ 前田　匡史 1069 津島  悟志

不思議の国の魔王たち 514 高橋　延明 ※ｱﾏ 松本　貴大 1377 羽賀　秀和 ※ｱﾏ 内藤　良弘

コスモです!! 1373 後藤　拓也 ※ｱﾏ 近藤　勇真 ※ｱﾏ 牧村　幸輔 ※ｱﾏ 炭竃　嘉希

アイビーボウル越谷 ※ｱﾏ 板橋　則忠 1275 稲葉　竜太 ※ｱﾏ 根津　泰正 1162 連保　友輔

Ｇという名のもとに ※ｱﾏ 中尾　佑輝 1052 儀間　義博 ※ｱﾏ 新垣　直樹 ※ｱﾏ 儀間　徳博

西東京パワフルズ ※ｱﾏ 角島　大貴 1019 小堀　文貴 1311 橋本　　明 ※ｱﾏ 十二　　淳

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

怒りのジェニファーキック ※ｱﾏ 山田　哲也 ※ｱﾏ 三富　祐樹 1374 平塚　裕貴 ※ｱﾏ 須合　正嗣

チバルセロナ 2017 1201 小松　永宜 ※ｱﾏ 杉山　潤一 ※ｱﾏ 田中　　赳 1362 髙井裕滋郎

ぞうさん と まこっちゃん ※ｱﾏ 蔵五　雄介 1294 中山　洋一 ※ｱﾏ 川上　　諒 1372 戸辺　　誠

ＬＢＷ 1273 添田　道彦 ※ｱﾏ 伊藤　元孝 ※ｱﾏ 深堀　洋平 ※ｱﾏ 木下　大輔

タカツ倶楽部 ※ｱﾏ 金久保洋平 ※ｱﾏ 白岩　祐司 ※ｱﾏ 野上　勇樹 1354 竹永　竜星

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

誰がハゲやねん！ ※ｱﾏ 遠山　裕太 1227 鈴木　崇徳 ※ｱﾏ 阿部　航希 974 永野すばる

｢ロサ、バイト募集中だってよ」 ※ｱﾏ 石井　浩之 572 横川　義雄 ※ｱﾏ 秋山　寿光 1153 江村　　学

どやさっ！ 806 正木　　裕 ※ｱﾏ 河内　　博 ※ｱﾏ 福谷　明久 ※ｱﾏ 小西　幸一

Ｔ’ｓ ファミリー ｗｉｔｈ　Ｋ 906 富永　　尚 ※ｱﾏ 粂　　俊彰 ※ｱﾏ 槌谷　浩二 ※ｱﾏ 北戸　和彦

怒ったら負けよぷんぷんぷん ※ｱﾏ 世古　優哉 1290 梶田　朋寛 ※ｱﾏ 石川　巧真 1305 山川　尚晴

平均年齢４０歳 1327 森本　浩史 ※ｱﾏ 田中　清隆 ※ｱﾏ 勝元　貴也 1329 馬場　　一

北海道・東北学連 現vs旧 ※ｱﾏ 深川　広大 ※ｱﾏ 長谷川雄政 ※ｱﾏ 石川　　新 1346 小鹿　大樹

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

くまもん ※ｱﾏ 村上　裕一 1348 佐藤　昌徳 ※ｱﾏ 佐々木　剛 1225 小森　清人

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

うなみ＆あつし ※ｱﾏ 宇和　　誠 1004 浪原　伸之 ※ｱﾏ 橋本　　篤 624 宮崎　　淳

岩屋キャノンボウル ※ｱﾏ 鈴木　貴広 1266 神谷　昇司 ※ｱﾏ 市川　圭太 ※ｱﾏ 影山　里栄

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

三河のおやじ ※ｱﾏ 石田　秀樹 ※ｱﾏ 鈴木　利和 ※ｱﾏ 西尾　博文 1026 木村　広人

じぃじと中年のオッサンとヤングな奴 ※ｱﾏ 由水　俊一 ※ｱﾏ 中村　政直 ※ｱﾏ 山本　青空 1054 朝倉　丘雄

グルメツアー ※ｱﾏ 藤城　大輔 1164 山谷　新也 ※ｱﾏ 齋藤　修平 1170 伏木　克聡

ソプラティコ ※ｱﾏ 瀬野　和博 1064 菅原　秀二 1031 井上　純平 ※ｱﾏ 斎藤　祐太
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TEAM. J.T.A.S ※ｱﾏ 小林　　穣 1105 青木　　剛 ※ｱﾏ 藤井　厚巳 1085 山下　昌吾

一番打たなかったやつが焼肉おごる ※ｱﾏ 中根　啓貴 ※ｱﾏ 板倉　　満 ※ｱﾏ 山本　大貴 1291 渡邊　雄也

かまってちゃん ※ｱﾏ 村上　武男 1109 川島　賢治 ※ｱﾏ 村上　悦男 979 須田　　毅

ＹＯＵは何しに稲沢へ？ 1247 中村　太亮 ※ｱﾏ 尾崎　博一 ※ｱﾏ 江越健一郎 1298 前田　充彦

ギネス １１６ 稲沢 ※ｱﾏ 鈴木　清高 1167 岩瀬　一真 ※ｱﾏ 森川　　圭 ※ｱﾏ 谷口　　満

TEAM TOMATO ※ｱﾏ 河合　貞治 1075 須崎　信行 1024 大友　　仁 ※ｱﾏ 田中　茂昭

らうんど～わーん 1328 小林　龍一 ※ｱﾏ 山田　博輝 ※ｱﾏ 堀　遼太郎 ※ｱﾏ 荒井　崇聡

エンドレス☆ストライカーズ ※ｱﾏ 井上　巧眞 ※ｱﾏ 田邊　大輔 ※ｱﾏ 岩瀬　雄司 1208 中内　明弘

アイキョーチーム Ａ ※ｱﾏ 嶋田　　司 ※ｱﾏ 山本　文保 ※ｱﾏ 重見　康浩 548 工藤　博充

アイキョーチーム Ｂ ※ｱﾏ 奈良輪竜也 1384 水野　耕佑 ※ｱﾏ 大川　　聡 544 水野　成祐

おやじーズ ※ｱﾏ 飯島　敏幸 779 小山　泰正 ※ｱﾏ 福田　恵一 801 武井　義之

キジマ 1057 藤原　一也 ※ｱﾏ 貴島　　陽 833 藤原　康彦 ※ｱﾏ 根岸　正樹

ブラックコーヒーTULLY'S 1360 渡邊　　要 ※ｱﾏ 宮崎　篤史 ※ｱﾏ 前　　祐司 1355 前　　秀征

Team “1／8192” ※ｱﾏ 前田　祐輔 920 桜庭　良弘 ※ｱﾏ 髙田　　学 930 勢力　優之

Team TTB ※ｱﾏ 杉澤　芳冨 ※ｱﾏ 安藤　達也 ※ｱﾏ 荒井　　正 1274 福地　信之

初陣 1171 菅原　晃一 ※ｱﾏ 江藤　秀行 ※ｱﾏ 古正　真和 ※ｱﾏ 古正　和敬

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

チーム 竹 1367 笠原　康正 ※ｱﾏ 山田　　裕 ※ｱﾏ 和田　悠嗣 827 久保　圭司

ウェッブアイ ※ｱﾏ 安藤　英司 ※ｱﾏ 山本　欣司 ※ｱﾏ 森川　勇治 1145 棚橋　孝太



◎アマチュアのみのチーム（男子）

ドイゴンズ ※ｱﾏ 池田　直人 ※ｱﾏ 菱川　高章 ※ｱﾏ 宮田　雄介 ※ｱﾏ 三好　弘将

大野の親分 ※ｱﾏ 犬飼　優志 ※ｱﾏ 大野　英秋 ※ｱﾏ 鮫島　　蓮 ※ｱﾏ 高木　　祐

Ｔｅａｍ　ＳＢＣ ※ｱﾏ 澤村　智彰 ※ｱﾏ 今井　千幸 ※ｱﾏ 伏屋　明浩 ※ｱﾏ 堀江真一朗

ＩＹＯＰ ※ｱﾏ 犬飼　健志 ※ｱﾏ 山田裕太郎 ※ｱﾏ 岡本　和裕 ※ｱﾏ 池野　智也

チームねぎ＆水玉 ※ｱﾏ 丹治健太郎 ※ｱﾏ 大林　　稔 ※ｱﾏ 水野　稔久 ※ｱﾏ 玉腰　知玄

あっ！クマのささやき ※ｱﾏ 我妻　孝勇 ※ｱﾏ 大蔵　将利 ※ｱﾏ 仲井　聖次 ※ｱﾏ 安川　美弘

セブンテンズ　１ ※ｱﾏ 大石　和史 ※ｱﾏ 福本　真也 ※ｱﾏ 奥谷　能庸 ※ｱﾏ 森　　寿雄

セブンテンズ　２ ※ｱﾏ 藤本　裕文 ※ｱﾏ 倉橋　大樹 ※ｱﾏ 中西　孝憲 ※ｱﾏ 畑　　茂雄

Ｊ ａｎｄ Ｙ ａｎｄ ＴＴ ※ｱﾏ 種尾　智徳 ※ｱﾏ 木村　　豊 ※ｱﾏ 廣岡　　淳 ※ｱﾏ 辻　　拓也

ＳＭＣ　沖縄支部 ※ｱﾏ 勝連　正樹 ※ｱﾏ 島袋　　駿 ※ｱﾏ 堀之内義樹 ※ｱﾏ 静　健太郎

ニャンコ先生と愉快な仲間たち ※ｱﾏ 兼松　　光 ※ｱﾏ 田口　智博 ※ｱﾏ 川島　隆臣 ※ｱﾏ 川杉　貴之

頼むぜアニキ！ ※ｱﾏ 畠山　増巳 ※ｱﾏ 伊藤　昌弘 ※ｱﾏ 黒田　邦彦 ※ｱﾏ 加藤　吉則

１／６５５３６ ※ｱﾏ 坂本　健二 ※ｱﾏ 佐々木　努 ※ｱﾏ 秋田　和彦 ※ｱﾏ 野村　敦史

ミスターフォース ※ｱﾏ 下河　利史 ※ｱﾏ 古野　和孝 ※ｱﾏ 中村　一男 ※ｱﾏ 内藤　重信

桜ファイヤーズ ※ｱﾏ 細川　賢治 ※ｱﾏ 馬留　久志 ※ｱﾏ 上野　勝己 ※ｱﾏ 太田　照人

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

Ｂｏｗｌｉｎｇ　Ｓｔｅａｄｙ　Ｃｒｅｗ ※ｱﾏ 木村　高将 ※ｱﾏ 水谷　亮太 ※ｱﾏ 呉屋祐太郎 ※ｱﾏ 板垣昌一郎

みすたー☆末っ子 ※ｱﾏ 山本　浩也 ※ｱﾏ 矢藤　正規 ※ｱﾏ 稲見　修央 ※ｱﾏ 篠原　　祐

しばちゃんず ※ｱﾏ 鈴木　研吾 ※ｱﾏ 高瀬　将光 ※ｱﾏ 増田　和哉 ※ｱﾏ 柴田　　晃

男子出場チームリスト（Ａシフト）

第４０回ジャパンオープンボウリング選手権

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④


