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Enoshima Bowl ※ｱﾏ 羽ヶ崎匠海 1350 山中　　悟 ※ｱﾏ 菅野　直人 1345 甘糟　翔太

Ｇさんズ+1 1391 田中　直樹 ※ｱﾏ 吉澤　　満 ※ｱﾏ 関口　　力 478 蒲生　　敬

打ったり打たなかったり。 ※ｱﾏ 鶴　健太郎 1406 原田　裕史 1377 羽賀　秀和 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥

感動パンツ 1361 堀ノ内智大 ※ｱﾏ 木原　　諒 ※ｱﾏ 渡邉　　翔 1389 川口　健太

ジュニアにお任せ！ ※ｱﾏ 大澤　章浩 1284 北川　健一 ※ｱﾏ 谷口　悠斗 1229 上田　晋也

ホリエジャパン7 ※ｱﾏ 西島　浩一 1149 榎本　浩也 ※ｱﾏ 大貫　大介 1077 堀江　真一

プロショップKINTA ※ｱﾏ 瀬野　和博 1064 菅原　秀二 ※ｱﾏ 小西　菖平 1031 井上　純平

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

ももたろう ※ｱﾏ 原口　　治 ※ｱﾏ 林　　正人 850 高橋　桃也 ※ｱﾏ 矢島　満博

ＮＳＫ夜遊び隊（リベンジ） 1307 播摩　友和 ※ｱﾏ 白羽　俊之 1178 平井　　翔 ※ｱﾏ 倉持　　治

スマイルフィールド｡ 627 岡部　直治 ※ｱﾏ 三上　雅幸 1392 松浦　和彦 ※ｱﾏ 石黒英二郎

ガラクタ　ブラザーズ　リバイバル ※ｱﾏ 加茂　政生 ※ｱﾏ 前新　秀雅 ※ｱﾏ 田森　　豪 390 宮内圭次郎

白井家 ※ｱﾏ 鈴木　貴広 1132 佐野　芳宏 1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 白井　康介

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

スピードグラフィックス ※ｱﾏ 鈴木　博樹 1159 人見啓二朗 ※ｱﾏ 小島　政弥 ※ｱﾏ 白石　　勇

チーム　ノリダー 667 中山　範彦 ※ｱﾏ 中山宏二郎 ※ｱﾏ 並里　太市 ※ｱﾏ 近藤　亮二

BASARA 1034 土井　　貢 ※ｱﾏ 小幡　章夫 ※ｱﾏ 酒井　孝司 ※ｱﾏ 高橋　　通

ツーハンダーとストローカー ※ｱﾏ 東海　　純 1372 戸辺　　誠 ※ｱﾏ 渡邉　拓実 ※ｱﾏ 蔵五　雄介

名古屋グランドボウル ※ｱﾏ 松本　　晃 ※ｱﾏ 神谷　正浩 ※ｱﾏ 斉藤　　翔 1025 斉藤　茂雄

帰ってきたラージジュン 1295 山下　周作 ※ｱﾏ 平中　亮輔 ※ｱﾏ 田中　淳一 ※ｱﾏ 下川　　靖

あおちゅー軍団 ※ｱﾏ 長谷川雄政 ※ｱﾏ 深川　広大 ※ｱﾏ 石川　　新 1346 小鹿　大樹

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

Last  Teens 1370 新城  一也 ※ｱﾏ 岡田　海人 ※ｱﾏ 村瀬  大地 ※ｱﾏ 村上  太一

「クセがスゴい」 1298 前田　充彦 ※ｱﾏ 江越健一郎 ※ｱﾏ 大村桂一郎 1247 中村　太亮

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

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

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

ビズビム 947 保倉　映義 ※ｱﾏ 渡辺　玲史 ※ｱﾏ 土屋　利男 ※ｱﾏ 富田　　明

北岡ですけど何か？ ※ｱﾏ 徳久　恵大 1078 山本　　勲 ※ｱﾏ 土方　　捷 476 北岡　義実

4B's 1337 今瀧　　賢 ※ｱﾏ 鈴木　健也 1322 橋本　芳史 ※ｱﾏ 北原　大廉

浜Ｐの仲間とその仲間たち ※ｱﾏ 中嶋　広明 ※ｱﾏ 伊藤　雅人 ※ｱﾏ 福重　和起 1283 浜田　祐也

リラックス2018 1300 藤井　大輔 ※ｱﾏ 中村　四郎 1189 串田　　昭 ※ｱﾏ 都梅　正史

Team ヨンブリ 2018 ※ｱﾏ 山田　義裕 1272 山上　英章 ※ｱﾏ 原　　隆典 777 内山　智昭

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

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

湘南BIGヘッド ※ｱﾏ 飯塚　孝士 1393 後藤　卓也 ※ｱﾏ 岩村　俊一 1199 小嶋　和樹

R1・NAKAGAWA 1349 入口　光司 ※ｱﾏ 黒田　　豊 ※ｱﾏ 小林　克彦 ※ｱﾏ 遠山　正樹

MOTM ※ｱﾏ 松尾　淳史 647 大月　　仁 ※ｱﾏ 田代　　誠 643 益田　隆司

ゴールデン・キャット 1296 荒井慎太朗 ※ｱﾏ 山崎　昭太 ※ｱﾏ 湯上谷　正 707 曽根　崇央
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TTB+１ 1274 福地　信之 ※ｱﾏ 大田　裕二 ※ｱﾏ 山上　佳之 1280 谷岸　　明

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

ラクゾー ※ｱﾏ 三富　祐樹 1374 平塚　裕貴 ※ｱﾏ 小山田晃貴 1390 吉野　浩章

900男湯 1407 吉田　　翔 ※ｱﾏ 田伏　順三 ※ｱﾏ 今永　　亮 586 谷崎　貴志

名古屋の街を楽しむぞ 1332 勝間田　翔 ※ｱﾏ 藤田　　惇 ※ｱﾏ 勝間田　進 1131 田沢　広也

稲沢＆沖縄 です !! 1205 阿部　基成 ※ｱﾏ 前仲　雄太 1167 岩瀬　一真 ※ｱﾏ 鈴木　清高

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

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

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

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

Tomodachi lanes 1032 工藤　貴志 ※ｱﾏ 遠藤　弘志 ※ｱﾏ ハーレイ･ヘンドレン 1352 ブライアン･グリーンウッド

ユーズチーム 558 星加　　猛 ※ｱﾏ 有本　武志 1120 松下　周平 ※ｱﾏ 和田　伸也

エセ都会人と海外選手（四国の民） 1353 望月　大士 ※ｱﾏ 萩尾　和海 1357 大西　翔太 ※ｱﾏ 川下　祐生

チーム焼肉大 ※ｱﾏ 河合　貞治 1024 大友　　仁 ※ｱﾏ 大底　英朗 ※ｱﾏ 友利　　実

ＴＥＡＭ ＪＴＹＳ with Ａ ※ｱﾏ 小林　　穣 1105 青木　　剛 ※ｱﾏ 亀井　　譲 1085 山下　昌吾

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

ナノデスボール開発チーム 977 徳江　和則 ※ｱﾏ 柴富　敏秀 ※ｱﾏ 井上　浩司 1033 田坂　大輔

R1高津 公紀におまかせ ※ｱﾏ 天野　堅二 ※ｱﾏ 松浪　公紀 ※ｱﾏ 野上　勇樹 1354 竹永　竜星

入賞はプロ次第 ※ｱﾏ 岡田　　誠 1347 ヤン･ヒョンギュ 1130 岩切　稔純 ※ｱﾏ 岩切　政博

日置どん！ ※ｱﾏ 髙淵　玲志 1331 髙淵　常志 1050 日置　秀一 ※ｱﾏ 村濱　裕紀

チーム桜 ※ｱﾏ 小川　勝治 1193 斉藤　琢哉 ※ｱﾏ 上村井一輝 1233 斉藤　祐哉

SPLASH 1150 落合　進治 ※ｱﾏ 関根　章雄 ※ｱﾏ 水野　達哉 575 佐藤　　清

SBS杯27位と元2位はダテじゃない 1314 児玉　侑樹 ※ｱﾏ 堂元　孝修 ※ｱﾏ 平松　健二 1351 井上　信吾

ぼくたち星の玉子様 ※ｱﾏ 山本　　透 1114 小泉　秀幸 ※ｱﾏ 山田　葉一 1405 湯浅　敬太

世田谷オークラボウルチーム ※ｱﾏ 石田　　隆 ※ｱﾏ 中島　正美 ※ｱﾏ 山中　徹治 1191 越後　裕哉

やるときやるぞ！ 1365 髙橋　俊彦 ※ｱﾏ 白濱　大夢 ※ｱﾏ 岸田　健佑 ※ｱﾏ 北本　一樹

キャプテン清隆 1329 馬場　　一 ※ｱﾏ 勝元　貴也 ※ｱﾏ 田中　清隆 1327 森本　浩史

続！誰がハゲやねん！ ※ｱﾏ 阿部　航希 1227 鈴木　崇徳 ※ｱﾏ 福永　義昭 974 永野すばる

?おしゃれ番長4 ※ｱﾏ 大榎　幸夫 ※ｱﾏ 谷口　　尚 ※ｱﾏ 松岡　大記 1302 長岡　義一

さんばかwithEIZO ※ｱﾏ 高谷　隆一 ※ｱﾏ 橘田　鋭三 978 市原　竜太 ※ｱﾏ 吉田　茂樹

一番打たなかったやつが焼き肉奢る ※ｱﾏ 中根　啓貴 1291 渡邊　雄也 ※ｱﾏ 山本　大貴 ※ｱﾏ 板倉　　満

ムラカミブラザーズ 1109 川島　賢治 ※ｱﾏ 村上　武男 ※ｱﾏ 村上　悦男 979 須田　　毅

ブラック★スター ※ｱﾏ 笠原　直幸 792 黒川　　靖 ※ｱﾏ 川田　正二 1021 大胡　一平

北心斎橋の愉快な仲間 With T ※ｱﾏ 加藤　　明 ※ｱﾏ 仲田　智行 ※ｱﾏ 小山　浩二 906 富永　　尚

アルコール＆転がす愛好会 1401 畑野　健人 ※ｱﾏ 佐久間　忍 1262 川口　真一 ※ｱﾏ 鎌田　武男

ブラックコーヒーTULLY‘ｓ 1355 前　　秀征 ※ｱﾏ 前　　祐司 ※ｱﾏ 小須田　猛 1360 渡邊　　要

メガネ男子 ※ｱﾏ 大月　一絋 1408 髙安　真司 ※ｱﾏ 住吉　祐也 1344 竹本　圭実

ハニートラップに気を付けろ！ ※ｱﾏ 藤城　大輔 1164 山谷　新也 ※ｱﾏ 山田　哲也 1170 伏木　克聡

teamさくら ※ｱﾏ 浜名　晃司 1092 正田　晃也 ※ｱﾏ 佐々木　剛 1348 佐藤　昌徳
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55期特殊部隊 ※ｱﾏ 山田　　裕 1367 笠原　康正 ※ｱﾏ 篠田　晃一 1366 嶋田　佑介

ワニワニパニック 1273 添田　道彦 ※ｱﾏ 添田　義浩 ※ｱﾏ 伊藤　元孝 ※ｱﾏ 木下　大輔

RBC広島 ※ｱﾏ 二井野吉則 ※ｱﾏ 白浜　孝之 ※ｱﾏ 八田　信弘 1069 津島  悟志

大あんまき ※ｱﾏ 仮屋　幸人 ※ｱﾏ 西尾　博文 ※ｱﾏ 鈴木　利和 1026 木村　広人

元服 ※ｱﾏ 石田　秀樹 1171 菅原　晃一 ※ｱﾏ 古正　和敬 ※ｱﾏ 古正　真和

みえ～１ぎふ～３　 ※ｱﾏ 石川　巧真 1305 山川　尚晴 ※ｱﾏ 世古　優哉 1290 梶田　朋寛

HERO's ※ｱﾏ 千田　裕之 1292 三浦　啓寛 ※ｱﾏ 齋藤　安弘 1288 髙田　浩規

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

今じゃない 1285 八代　敬行 ※ｱﾏ 堀　遼太郎 ※ｱﾏ 矢野　智啓 ※ｱﾏ 川上　健太

超ハッピィ 806 正木　　裕 ※ｱﾏ 福田　真一 ※ｱﾏ 山中　拓也 842 勝井　保雄


