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帰ってきたＴｅａｍ　ＫＩＮＧ ※ｱﾏ 安里　秀策 1219 川添　奨太 ※ｱﾏ 吉田　大祐 288 酒井　武雄

Ｌ1Ｒ3 1309 西川　弘文 ※ｱﾏ 多々良英矢 ※ｱﾏ 尾崎　明仁 ※ｱﾏ 万代　康成

J 1396 北原　泰輔 ※ｱﾏ 黒瀬　　尚 ※ｱﾏ 入江　俊英 1177 中村　隼也

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

マル福STORN’S 1398 福田　尊仁 ※ｱﾏ 石川　裕大 ※ｱﾏ 石田　正人 864 丸橋　了三

チーム下関 ※ｱﾏ 吉井　公一 ※ｱﾏ 村岡　隆一 ※ｱﾏ 後田　秀行 1286 本田　博照

鉄人におまかせ！ ※ｱﾏ 白間　海渡 ※ｱﾏ 蔵田　清士 ※ｱﾏ 稲葉　貴久 1121 鈴木　勇太

持ってなさそうで実は持っている男たち ※ｱﾏ 川原　慎也 1133 菊池　正義 ※ｱﾏ 青木　雅和 1220 渡邉　航明

Flea heart ※ｱﾏ 鬼塚　幸雄 1201 小松　永宜 ※ｱﾏ 下谷　昌也 1048 小池　和久

ピンギンズ ※ｱﾏ 中山　健一 1182 門奈　大介 ※ｱﾏ 坂本　就馬 1148 今泉　秀規

『今日の石P』 目指せパンチアウト?? at 稲沢GB ※ｱﾏ 松原　　聡 944 石野　　宏 ※ｱﾏ 草野　元延 1385 山本　一貴

まー君頑張ります ※ｱﾏ 青柳　敬吉 1180 斉藤　征哉 ※ｱﾏ 栗城　裕司 379 斉藤　正典

REVENGERS ※ｱﾏ 池田　一成 ※ｱﾏ 我妻　孝勇 994 田中　康男 ※ｱﾏ 森川　勇治

敏腕レフティーとオークランドボウル春日井のタフガイたち！！ 910 鈴木　博喜 ※ｱﾏ 水沼　太一 ※ｱﾏ 川上　敏則 ※ｱﾏ 松元隆一郎

池袋ロサ50周年だョ！全員集合 ※ｱﾏ 石井　浩之 572 横川　義雄 ※ｱﾏ 秋山　寿光 1153 江村　　学

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

ドリームスタジアム宮田 ※ｱﾏ 町山辰一郎 1395 佐藤　貴啓 ※ｱﾏ 中村　有希 1046 宮田　俊輔

超新星唯斗！！ ※ｱﾏ 畑　　秀明 1287 藤井　信人 ※ｱﾏ 杉崎　　隆 1289 谷合　貴志

フォワードが足りない ※ｱﾏ 塚越　翔太 ※ｱﾏ 山下  諄也 ※ｱﾏ 佐古健太郎 1091 佐取　　賢

やさしいおじさんたち ※ｱﾏ 南川　義弘 ※ｱﾏ 櫻井　　昇 ※ｱﾏ 沖村　　孝 517 平尾　　勉

腹黒とんぼ 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 吉井　大生 ※ｱﾏ 木村　　学 ※ｱﾏ 岩満　　健

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

TRAVELING BUS ※ｱﾏ 犬飼　優志 ※ｱﾏ 大野　英秋 ※ｱﾏ 櫻井　渉太 1364 渡邊虎太郎

ころかな 1169 田倉　幸則 ※ｱﾏ 中田　英一 1386 加藤翔太郎 ※ｱﾏ 川久保仁史

GNAG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

wave ※ｱﾏ 古荘　　豊 435 長谷　　宏 ※ｱﾏ 冨田　誠二 1399 神山　　匠

アートプリントAiチーム糸山 ※ｱﾏ 石原　啓行 ※ｱﾏ 井上　義範 ※ｱﾏ 塚本　勝利 900 糸山賀津人

愉快なオジサンズ ※ｱﾏ 山腰　七郎 570 山本　勝利 ※ｱﾏ 三好　末博 431 吉川　邦男

全力マイペース ※ｱﾏ 浦川　　毅 1117 松本　智弥 ※ｱﾏ 西村伊佐夫 1301 加藤　隆広

チーム福ちゃん 1190 和田　秀和 ※ｱﾏ 田野岡大夢 1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 山田　成人

チーム　ＭＹＡ ※ｱﾏ 米村　公希 506 三池　丹揮 ※ｱﾏ 米村　和男 1330 浅尾　慎詞

CoCoレーン松本 1411 原田　　岳 ※ｱﾏ 平林　浩文 553 太田　　潔 ※ｱﾏ 武井　弘司

高尾スターレーン 800 酒井　崇裕 ※ｱﾏ 熊沢　　絆 ※ｱﾏ 熊沢　　颯 514 高橋　延明

トッポジージョ 1267 森本　健太 ※ｱﾏ 尾谷華衣利 ※ｱﾏ 西山　翔悟 1252 門川　健一

アートプリントと奴隷 ※ｱﾏ 山本　一俊 521 坂田　重徳 ※ｱﾏ 原科　三雄 ※ｱﾏ 宮田　智成

四つ木イーグル ※ｱﾏ 高橋　恭介 1242 金子　勇太 ※ｱﾏ 渡邊　　亮 ※ｱﾏ 関谷　啓二

ゴールデンブーム ※ｱﾏ 川南由起男 1340 広瀬　恭平 1308 宇田　　輝 ※ｱﾏ 岡水　博志

トマタン ※ｱﾏ 和田　篤史 ※ｱﾏ 富樫　利明 ※ｱﾏ 大原　正嗣 641 北野　周一

ぴょんた 2018 ※ｱﾏ 植田　貴博 555 加藤　孝幸 ※ｱﾏ 菊谷　　準 566 上原　正雄
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プロショップナカライ 1369 木田　大輔 ※ｱﾏ 後藤　若松 ※ｱﾏ 望月　義宣 312 半井　　清

小嶺シティボウル 368 柴田　英徳 ※ｱﾏ 前畑　秀樹 347 原田　招雄 ※ｱﾏ 井上　優智

プロショップエム 943 前田　明宏 ※ｱﾏ 白須賀正嗣 ※ｱﾏ 赤松　　実 843 辻　　賢司

ＫＳＥＹ ※ｱﾏ 小林　貴司 479 栴檀　　稔 ※ｱﾏ 遠藤　龍飛 349 山崎　行夫

1/4096 ※ｱﾏ 近藤　雄太 ※ｱﾏ 川崎　未来 ※ｱﾏ 高田　　学 930 勢力　優之

ストームなのだ！！ ※ｱﾏ 薮下　俊幸 858 山本　　浩 ※ｱﾏ 柳川　弘行 931 田形　研吾

SDHD☆45 ※ｱﾏ 大下　耕平 1099 津島　健次 ※ｱﾏ 上野　　亮 1101 村上　拓也

イーグルボウル ※ｱﾏ 立花　和貴 ※ｱﾏ 鈴木　　昭 ※ｱﾏ 田畑　修次 1080 河津　亨至

プリティーのぐち with S ※ｱﾏ 齋藤　裕也 1016 野口　博樹 ※ｱﾏ 齋藤　亮太 927 品田順一郎

チーム宮越 ※ｱﾏ 大塚　誠一 515 木村　紀夫 ※ｱﾏ 宮越　健一 561 澤田　哲司

柴田チルドレン2018 1271 山下　陽平 ※ｱﾏ 前川　克彦 1317 柳生　清光 ※ｱﾏ 井本　一成

ピットハウス ROCO 1382 南雲　順司 ※ｱﾏ 本庄　翔伍 ※ｱﾏ 堀田　悠次 888 谷口　　隆

博賭四兄弟 ※ｱﾏ 井上　信也 ※ｱﾏ 後藤　秀徳 ※ｱﾏ 下家　清義 1221 木村弘太郎

僕たち少年です ※ｱﾏ 戸田　雅人 ※ｱﾏ 山本　　誠 ※ｱﾏ 井岡　聖一 1310 笹田　泰裕

RICKEYS ※ｱﾏ 野村　経博 1376 松田　力也 ※ｱﾏ 高木　　祐 ※ｱﾏ 鷲見　理伯

アイキョーボウル ※ｱﾏ 奈良輪竜也 548 工藤　博充 ※ｱﾏ 岡田　勝利 ※ｱﾏ 重見　康浩

1/8192 ※ｱﾏ 前田　祐輔 ※ｱﾏ 高橋　晃大 ※ｱﾏ 阿部　晋也 920 桜庭　良弘

アイキョーボウルB ※ｱﾏ 嶋田　　司 ※ｱﾏ 山本　文保 ※ｱﾏ 大川　　聡 544 水野　成祐

アイキョーボウルC 1384 水野　耕佑 ※ｱﾏ 水野　優亮 ※ｱﾏ 相関　周一 1225 小森　清人

ACE 902 玉井慎一郎 ※ｱﾏ 吉村　亮星 ※ｱﾏ 福井　康人 908 寺村　文孝

ぱいんの！ ※ｱﾏ 小間　克己 1341 榎　　大成 ※ｱﾏ 山口　拓朗 1343 平岡　勇人

ユニオン ※ｱﾏ 宮脇　拓臣 905 太田　隆昌 ※ｱﾏ 川畑　享弘 ※ｱﾏ 藤元　良吉

黒ちゃん大ちゃん二人の子分 ※ｱﾏ 後藤　一誠 ※ｱﾏ 一松　大介 ※ｱﾏ 美濃谷　翔 1022 黒田　仙雄

エース54！！ ※ｱﾏ 醍醐　達雄 992 山能　健之 ※ｱﾏ 野瀬　修司 912 中沢　　奨

KPと愉快な仲間のブルース ※ｱﾏ 金田　裕征 ※ｱﾏ 内山　創也 ※ｱﾏ 大上　智史 650 河村　幸三

BUHK ※ｱﾏ 臼井　公二 1306 別所　　翼 ※ｱﾏ 日比　正裕 995 児島　都史

石原軍団 ※ｱﾏ 井口　賢人 K108 ジョン･テハ ※ｱﾏ 児島　道浩 344 石原　章夫

ピンスイーパーズ ※ｱﾏ 山崎雄太郎 ※ｱﾏ 須々田大資 ※ｱﾏ 福井　陽平 793 岩楯　泰彦

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

チーム収 ※ｱﾏ 山崎　　収 ※ｱﾏ 吉成　　翼 ※ｱﾏ 松浦　和広 1081 土谷　　翼

ＫＫＹＫ 1124 尾西　健太 ※ｱﾏ 岡田　和正 ※ｱﾏ 今井　康雄 ※ｱﾏ 辻永　一彦

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

ラウンド? 1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 照井　一央 ※ｱﾏ 大城　和真 949 砂子　明廣

B'Link ※ｱﾏ 木村　和哲 ※ｱﾏ 倉橋　　晃 ※ｱﾏ 石岡　康伸 1268 松本　貴臣

ニュー　ファンタスティック４ 1231 中野　太陽 ※ｱﾏ 堤　　泰三 ※ｱﾏ 宮地　　優 486 大谷内高志

Team ミスター ボウリング 3 岩上　太郎 ※ｱﾏ 山室　達雄 ※ｱﾏ 三浦　修司 450 佐々木秀雄

三浦動物園 ※ｱﾏ 矢代　信幸 ※ｱﾏ 三浦　光夫 ※ｱﾏ 吉原　正明 787 鈴木　好人

やんきーず ※ｱﾏ 近藤　勇真 1373 後藤　拓也 ※ｱﾏ 近藤　拓也 ※ｱﾏ 田中　善寛

森さん今年も期待してます！ ※ｱﾏ 松田　紘和 ※ｱﾏ 森　　高義 ※ｱﾏ 小原　陽治 1066 加藤　祐哉
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チームA（メンズ） 1383 鬼澤　周平 ※ｱﾏ 横田　修治 ※ｱﾏ 岡崎　　豊 ※ｱﾏ 若山　　稔

イルモ 1315 一谷　知広 ※ｱﾏ 内藤　重信 ※ｱﾏ 古野　和孝 ※ｱﾏ 下河　利史

TEAM パイン ※ｱﾏ 村野　渉吏 ※ｱﾏ 村野　茂二 ※ｱﾏ 松下　昭史 1281 松岡　秀法

秘密兵器いわむ～名古屋行くってよ!! ※ｱﾏ 岩村　貴弘 ※ｱﾏ 三田　　誠 ※ｱﾏ 馬場　清司 1002 庄司　太郎

どてＰん ※ｱﾏ 中嶋　勇介 1338 水本　有希 ※ｱﾏ 古舘　秀二 1070 呉竹　博之

ゴルゴ13 352 貞松　保行 ※ｱﾏ 手塚　　泰 ※ｱﾏ 鈴木　清志 1195 藤井　一浩

スーパーサイヤ人 アサイコウキ 1276 村松　賢季 ※ｱﾏ 菅瀬　久智 ※ｱﾏ 山下　　泉 1402 浅井　康希

jrにお任せ ※ｱﾏ 竹田　　航 ※ｱﾏ 加藤　慧一 ※ｱﾏ 葛原　康介 952 高橋　富資

トマトボウル 102 藤村　重定 ※ｱﾏ 中西　利行 ※ｱﾏ 戸塚　　翼 1394 藤村　隆史

がんばれおっさん！！ ※ｱﾏ 宇和　　誠 1004 浪原　伸之 ※ｱﾏ 橋本　　篤 624 宮崎　　淳


