
№ 会場№ 会場名 氏名（漢字） № 会場№ 会場名 氏名（漢字）
1 1 ドリームスタジアム太田 新畑 雄飛 選手 シンバタ ユウヒ ６５ １８ 弁天町グランドボウル 坂原 慎平 選手 サカハラ シンペイ
2 1 ドリームスタジアム太田 川原 優一 選手 カワハラ ユウイチ ６６ １８ 弁天町グランドボウル 能登 政之 選手 ノト マサユキ
3 1 ドリームスタジアム太田 斎藤 祐太 選手 サイトウ ユウタ ６７ １８ 弁天町グランドボウル 伊藤 元孝 選手 イトウ モトタカ
4 1 ドリームスタジアム太田 稲橋 昭洋 選手 イナハシ アキヒロ ６８ １８ 弁天町グランドボウル 海中 一泰 選手 ウミナカ カズヤス
5 ２ サンライトゾーン 愛甲 雅治 選手 アイコウ マサハル ６９ １９ ミスズボウル 原口 優馬 選手 ハラグチ ユウマ
6 2 サンライトゾーン 上村 博明 選手 カミムラ ヒロアキ ７０ １９ ミスズボウル 岡  利夫 選手 オカ トシオ
7 2 サンライトゾーン 海江田 和大 選手 カイエダ カズヒロ ７１ １９ ミスズボウル 新井 正雄 選手 アライ マサオ
8 2 サンライトゾーン 草原 千宏 選手 クサハラ チヒロ ７２ １９ ミスズボウル 佐々木 勢介 選手 ササキ セイスケ
9 2 サンライトゾーン 北畠  護 選手 キタバタケ マモル ７３ １９ ミスズボウル 難波江 康雄 選手 ナバエ ヤスオ
10 ３ サッポロオリンピアボウル 松永 歳広 選手 マツナガ トシヒロ ７４ １９ ミスズボウル 篠原 伸弥 選手 シノハラ ノブヤ
11 ３ サッポロオリンピアボウル 福⻄ 重了 選手 フクニシ シゲノリ ７５ １９ ミスズボウル 佐藤 寛昭 選手 サトウ ヒロアキ
12 ３ サッポロオリンピアボウル 松島 卓也 選手 マツシマ タクヤ ７６ １９ ミスズボウル 宮脇 拓⾂ 選手 ミヤワキ タクオミ
13 ３ サッポロオリンピアボウル 松村 孝久 選手 マツムラ タカヒサ ７７ ２０ マッハランド 佐藤 信也 選手 サトウ シンヤ
14 ３ サッポロオリンピアボウル 岡部 一昭 選手 オカベ カズアキ ７８ ２０ マッハランド 阿部 航希 選手 アベ コウキ
15 ３ サッポロオリンピアボウル 大友 利啓 選手 オオトモ トシヒロ ７９ ２０ マッハランド ⻑⾕川 亨 選手 ハセガワ リョウ
16 ４ 東大和グランドボウル 坂本 和幸 選手 サカモト カズユキ ８０ ２０ マッハランド 早坂 友伸 選手 ハヤサカ トモノブ
17 ４ 東大和グランドボウル 佐藤 晃一 選手 サトウ コウイチ ８１ ２０ マッハランド 川上 慎二 選手 カワカミ シンジ
18 ４ 東大和グランドボウル 川上 直也 選手 カワカミ ナオヤ ８２ ２１ ユーカリ･ボウル 神  修 選手 ジン オサム
19 ４ 東大和グランドボウル 白井 大志 選手 シライ タイシ ８３ ２１ ユーカリ･ボウル 杉山 潤一 選手 スギヤマ ジュンイチ
20 ５ 宇都宮第二トーヨーボウル 荒井 崇聡 選手 アライ タカアキ ８４ ２１ ユーカリ･ボウル 岡田 海人 選手 オカダ カイト
21 ５ 宇都宮第二トーヨーボウル 山本 浩也 選手 ヤマモト ヒロヤ ８５ ２２ 平和島スターボウル 野上 勇樹 選手 ノガミ ユウキ
22 ５ 宇都宮第二トーヨーボウル 遠藤 忠大 選手 エンドウ タダヒロ ８６ ２２ 平和島スターボウル 岩井 良祐 選手 イワイ リョウスケ
23 ６ ＭＫボウル上賀茂 内藤 慎之介 選手 ナイトウ シンノスケ ８７ ２２ 平和島スターボウル 中田 和徳 選手 ナカダ カズノリ
24 ６ ＭＫボウル上賀茂 中嶋 勇介 選手 ナカジマ ユウスケ ８８ ２２ 平和島スターボウル ⻫藤 政彦 選手 サイトウ マサヒコ
25 ６ ＭＫボウル上賀茂 山本  透 選手 ヤマモト トオル ８９ ２３ なわてボウル 山田 成人 選手 ヤマダ ナルト
26 ６ ＭＫボウル上賀茂 堤  祐樹 選手 ツツミ ユウキ ９０ ２３ なわてボウル 上阪 純一 選手 ウエサカ ジュンイチ
27 ７ ⼩嶺シティボウル 入江 俊英 選手 イリエ トシヒデ ９１ ２３ なわてボウル ⽣森 龍晃 選手 イクモリ タツアキ
28 ７ ⼩嶺シティボウル 工藤 郁也 選手 クドウ イクヤ ９２ ２３ なわてボウル 中村 一馬 選手 ナカムラ カズマ
29 ７ ⼩嶺シティボウル 進  貴⾏ 選手 ススム タカユキ ９３ ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 鈴木 颯悟 選手 スズキ ソウゴ
30 ７ ⼩嶺シティボウル 堤  勇希 選手 ツツミ ユウキ ９４ ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 静 健太郎 選手 シズ ケンタロウ
31 ７ ⼩嶺シティボウル ⿊瀬  尚 選手 クロセ ナオ ９５ ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 勝村  栄 選手 カツムラ サカエ
32 ８ 新狭山グランドボウル 藤本  穣 選手 フジモト ユタカ ９６ ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 田中 俊樹 選手 タナカ トシキ
33 ８ 新狭山グランドボウル 湯浅  徹 選手 ユアサ トオル ９７ ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 山田 浩次 選手 ヤマダ コウジ
34 ８ 新狭山グランドボウル 清井  進 選手 キヨイ ススム ９８ ２５ 名古屋グランドボウル 稲垣 祐治 選手 イナガキ ユウジ
35 ８ 新狭山グランドボウル 助川 利都 選手 スケガワ リツ ９９ ２５ 名古屋グランドボウル 村瀬 大地 選手 ムラセ タイチ
36 ８ 新狭山グランドボウル ⿊崎 成男 選手 クロサキ シゲオ １００ ２５ 名古屋グランドボウル 松崎 清雅 選手 マツザキ セイガ
37 ８ 新狭山グランドボウル 花島 政人 選手 ハナシマ マサト １０１ ２５ 名古屋グランドボウル 河村 利也 選手 カワムラ トシヤ
38 ８ 新狭山グランドボウル 上野 忠司 選手 ウエノ タダシ １０２ ２５ 名古屋グランドボウル 犬飼 優志 選手 イヌカイ ユウシ
39 ８ 新狭山グランドボウル 佐渡山 肇 選手 サドヤマ ハジメ １０３ ２５ 名古屋グランドボウル 伊藤 康宏 選手 イトウ ヤスヒロ
40 ９ 鶴岡ヤマテボウル 佐久間 基文 選手 サクマ モトフミ １０４ ２５ 名古屋グランドボウル ⽔⾕ 亮太 選手 ミズタニ リョウタ
41 ９ 鶴岡ヤマテボウル 神尾 昌克 選手 カミオ マサカツ １０５ ２５ 名古屋グランドボウル ⼾田 雅人 選手 トダ マサト
42 ９ 鶴岡ヤマテボウル 廣川 雄紀 選手 ヒロカワ ユウキ １０６ ２５ 名古屋グランドボウル 吉兼 孝一 選手 ヨシカネ タカカズ
43 ９ 鶴岡ヤマテボウル 斎藤 孝志 選手 サイトウ タカシ １０７ ２５ 名古屋グランドボウル 日比野 佳之 選手 ヒビノ ヨシユキ
44 １０ ダイトースターレーン双葉 清⽔ 浩史 選手 シミズ ヒロシ １０８ ２５ 名古屋グランドボウル 登川 一真 選手 ノボリカワ カズマ
45 １０ ダイトースターレーン双葉 倉持 悠人 選手 クラモチ ハルト １０９ ２５ 名古屋グランドボウル 山田  誠 選手 ヤマダ マコト
46 １１ 江の島ボウリングセンター 佐藤 亜優 選手 サトウ アユウ １１０ ２５ 名古屋グランドボウル 原  和実 選手 ハラ カズミ
47 １１ 江の島ボウリングセンター 細野 嘉昭 選手 ホソノ ヨシアキ １１１ ２６ 神⼾スカイレーン 三村 尭大 選手 ミムラ タカヒロ
48 １１ 江の島ボウリングセンター 草山 哲也 選手 クサヤマ テツヤ １１２ ２６ 神⼾スカイレーン 池本 雅尚 選手 イケモト マサタカ
49 １２ ⽴山グランドボウル ⻑田 陽介 選手 ナガタ ヨウスケ １１３ ２６ 神⼾スカイレーン 前野 勇一 選手 マエノ ユウイチ
50 １２ ⽴山グランドボウル ⻘山  勝 選手 アオヤマ マサル １１４ ２６ 神⼾スカイレーン 横井 拓真 選手 ヨコイ タクマ
51 １２ ⽴山グランドボウル 藪下 俊幸 選手 ヤブシタ トシユキ １１５ ２７ 太洋ボウル 尾倉 哲也 選手 オグラ テツヤ
52 １３ 川崎グランドボウル 斎藤 有作 選手 サイトウ ユウサク １１６ ２７ 太洋ボウル 細川 淳平 選手 ホソカワ ジュンペイ
53 １３ 川崎グランドボウル 渋⾕  翼 選手 シブヤ ツバサ １１７ ２７ 太洋ボウル 奥山 忠司 選手 オクヤマ タダシ
54 １３ 川崎グランドボウル ⻄連地 悠⽃ 選手 サイレンジ ユウト １１８ ２７ 太洋ボウル 川嵜 省二 選手 カワサキ ショウジ
55 １３ 川崎グランドボウル 安藤  徹 選手 アンドウ トオル １１９ ２８ 本八幡スターレーン ⾕口 博哉 選手 タニグチ ヒロヤ
56 １３ 川崎グランドボウル 後藤  努 選手 ゴトウ ツトム １２０ ２８ 本八幡スターレーン 中野 浩二 選手 ナカノ コウジ
57 １４ スポルト福岡 井⼾  寛 選手 イド ユタカ １２１ ２８ 本八幡スターレーン 山田 浩史 選手 ヤマダ コウジ
58 １４ スポルト福岡 ⼩山 愁⽃ 選手 コヤマ シュウト １２２ ２９ サラダボウル 大⾒謝 翔 選手 オオミジャ ショウ
59 １４ スポルト福岡 前原 健吾 選手 マエハラ ケンゴ １２３ ２９ サラダボウル 新垣 夏輝 選手 シンガキ ナツキ
60 １４ スポルト福岡 穐吉 省吾 選手 アキヨシ ショウゴ １２４ ３０ 東京ポートボウル 渡辺 英一郎 選手 ワタナベ エイイチロウ

61 １４ スポルト福岡 上辻  博 選手 カミツジ ヒロシ １２５ ３０ 東京ポートボウル 鈴木 信義 選手 スズキ シンギ
62 １５ アピナボウル松本城山店 丸山 俊幸 選手 マルヤマ トシユキ １２６ ３０ 東京ポートボウル ⽯崎 知⾏ 選手 イシザキ トモユキ
63 １５ アピナボウル松本城山店 友田 健人 選手 トモダ ケント １２７ ３０ 東京ポートボウル 木口 貴雄 選手 キグチ タカオ
64 １６ アピナボウル⻑野篠ノ井店 高橋 悠太朗 選手 タカハシ ユウタロウ １２８ ３０ 東京ポートボウル ⽯毛   悠 選手 イシゲ ユウ
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№ 会場№ 会場 氏名（漢字） № 会場№ 会場 氏名（漢字）

1 1 ドリームスタジアム太田 渡辺 莉央 選手 ワタナベ リオ 49 １８ 弁天町グランドボウル 武部 公英 選手 タケベ キミエ
2 1 ドリームスタジアム太田 新畑 加奈 選手 シンバタ カナ 50 １８ 弁天町グランドボウル 安⾥ 紗希 選手 アサト サキ
3 1 ドリームスタジアム太田 向⾕ 美咲 選手 ムコウタニ ミサキ 51 １８ 弁天町グランドボウル ⽯岡 麻沙⼦ 選手 イシオカ アサコ
4 ２ サンライトゾーン 宮⾥ 直美 選手 ミヤザト ナオミ 52 １９ ミスズボウル 川口 友加 選手 カワグチ ユカ
5 2 サンライトゾーン 魚本 優⼦ 選手 ウオモト ユウコ 53 １９ ミスズボウル 泉宗 心音 選手 イズムネ シオン
6 2 サンライトゾーン 向井 美和 選手 ムカイ ミワ 54 １９ ミスズボウル 新⾕ 由⾹⾥ 選手 シンタニ ユカリ
7 2 サンライトゾーン 八木 彩夏 選手 ヤギ アヤカ 55 １９ ミスズボウル 高⾒ ひとみ 選手 タカミ ヒトミ
8 ３ サッポロオリンピアＢ 北嶋 佳代 選手 キタジマ カヨ 56 １９ ミスズボウル 中森 令⼦ 選手 ナカモリ レイコ
9 ３ サッポロオリンピアＢ 阿部 衣久美 選手 アベ イクミ 57 ２０ マッハランド 菊地 明美 選手 キクチ アケミ
10 ３ サッポロオリンピアＢ 倉田  結 選手 クラタ ユウ 58 ２０ マッハランド 上田 弘⼦ 選手 ウエダ ヒロコ
11 ３ サッポロオリンピアＢ 平野 亜紗実 選手 ヒラノ アサミ 59 ２０ マッハランド 佐藤  文 選手 サトウ アヤ
12 ４ 東大和グランドボウル 芳賀 裕美⼦ 選手 ハガ ユミコ 60 ２０ マッハランド 常盤 友⾥絵 選手 トキワ ユリエ
13 ４ 東大和グランドボウル ⻘⿅ 丘枝 選手 アオシカ タカエ 61 ２１ ユーカリ･ボウル 藤田 梨聖 選手 フジタ リセ
14 ４ 東大和グランドボウル 太田 千恵 選手 オオタ チエ 62 ２１ ユーカリ･ボウル 松丸 澄⼦ 選手 マツマル スミコ
15 ５ 宇都宮第二トーヨーボウル 吉田 由美⼦ 選手 ヨシダ ユミコ 63 ２２ 平和島スターボウル 鈴木 彰⼦ 選手 スズキ アキコ
16 ５ 宇都宮第二トーヨーボウル ⼩原 綺咲 選手 コハラ キサキ 64 ２２ 平和島スターボウル 安藤 玲⼦ 選手 アンドウ レイコ
17 ５ 宇都宮第二トーヨーボウル 寺島 佑⾹ 選手 テラシマ ユカ 65 ２２ 平和島スターボウル 田⼦ 梨絵⼦ 選手 タゴ リエコ
18 ６ ＭＫボウル上賀茂 北川 市⼦ 選手 キタガワ イチコ 66 ２３ なわてボウル 庭月野 恵 選手 ニワツキノ メグミ
19 ６ ＭＫボウル上賀茂 堀井 春花 選手 ホリイ ハルカ 67 ２３ なわてボウル 中野 麻希 選手 ナカノ マキ
20 ６ ＭＫボウル上賀茂 ⾕口 絵⾥⼦ 選手 タニグチ エリコ 68 ２３ なわてボウル 田中 智⼦ 選手 タナカ トモコ
21 ７ ⼩嶺シティボウル 中島 瑞葵 選手 ナカシマ ミズキ 69 ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 安藤 幸⼦ 選手 アンドウ サチコ
22 ７ ⼩嶺シティボウル 溝田 月輝 選手 ミゾタ ルナ 70 ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 三井 沙織 選手 ミツイ サオリ
23 ７ ⼩嶺シティボウル ⻄  文⼦ 選手 ニシ フミコ 71 ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 鈴木 淳⼦ 選手 スズキ ジュンコ
24 ７ ⼩嶺シティボウル 鎌田 雅美 選手 カマダ マサミ 72 ２４ 狐ヶ崎ヤングボウル 二俣 祐⼦ 選手 フタマタ ユウコ
25 ８ 新狭山グランドウル 齋籐 雅美 選手 サイトウ マサミ 73 ２５ 名古屋グランドボウル 薄窪 夢叶 選手 ウスクボ ユメカ
26 ８ 新狭山グランドウル 浦野 実紅 選手 ウラノ ミク 74 ２５ 名古屋グランドボウル 岩元 美咲希 選手 イワモト ミサキ
27 ８ 新狭山グランドウル 人⾒ 千賀⼦ 選手 ヒトミ チカコ 75 ２５ 名古屋グランドボウル ⽔脇 和美 選手 ミズワキ カズミ
28 ８ 新狭山グランドウル 上野 帆楓 選手 ウエノ ホノカ 76 ２５ 名古屋グランドボウル 山中 明美 選手 ヤマナカ アケミ
29 ８ 新狭山グランドウル 中野 まみ 選手 ナカノ マミ 77 ２５ 名古屋グランドボウル 土井 智恵⼦ 選手 ドイ チエコ
30 ８ 新狭山グランドウル 櫛笥 亮⼦ 選手 クシゲ リョウコ 78 ２５ 名古屋グランドボウル 松永 綾⼦ 選手 マツナガ アヤコ
31 ９ 鶴岡ヤマテボウル 横内 帆波 選手 ヨコウチ ホナミ 79 ２５ 名古屋グランドボウル 加藤 洋⼦ 選手 カトウ ヨウコ
32 ９ 鶴岡ヤマテボウル 山口 奈美 選手 ヤマグチ ナミ 80 ２５ 名古屋グランドボウル 日比野 あゆみ 選手 ヒビノ アユミ
33 ９ 鶴岡ヤマテボウル ⾒原 奈美⼦ 選手 ミハラ ナミコ 81 ２５ 名古屋グランドボウル 安井 由美 選手 ヤスイ ユミ
34 １０ ダイトースターレーン双葉 花形 千恵 選手 ハナガタ チエ 82 ２５ 名古屋グランドボウル 佐野 玲⼦ 選手 サノ レイコ
35 １１ 江の島ボウリングセンター 藤原 千鶴加 選手 フジワラ チヅカ 83 ２６ 神⼾スカイレーン 伊藤 京⼦ 選手 イトウ キョウコ
36 １１ 江の島ボウリングセンター 酒井 みれい 選手 サカイ ミレイ 84 ２６ 神⼾スカイレーン ⽯田 万音 選手 イシダ マノン
37 １２ ⽴山グランドボウル 米田 有希 選手 ヨネダ ユキ 85 ２６ 神⼾スカイレーン ⿊田 寿栄 選手 クロダ ヒサエ
38 １２ ⽴山グランドボウル 遠藤 彩⾹ 選手 エンドウ サヤカ 86 ２７ 太洋ボウル 下元 さやか 選手 シモモト サヤカ
39 １４ スポルト福岡 梅永 紗妃 選手 ウメナガ サキ 87 ２７ 太洋ボウル 森内 菜摘 選手 モリウチ ナツミ
40 １４ スポルト福岡 米田 悦⼦ 選手 ヨネダ エツコ 88 ２７ 太洋ボウル 林 美也⼦ 選手 ハヤシ ミヤコ
41 １４ スポルト福岡 永利 ひとみ 選手 ナガトシ ヒトミ 89 ２８ 本八幡スターレーン 内田 明⼦ 選手 ウチダ アキコ
42 １５ アピナボウル松本城山店 林 佐智江 選手 ハヤシ サチエ 90 ２８ 本八幡スターレーン 蓮実 孝⼦ 選手 ハスミ タカコ
43 １５ アピナボウル松本城山店 三村 紀⼦ 選手 ミツムラ ノリコ 91 ２９ サラダボウル 上地 陽⼦ 選手 ウエチ ヨウコ
44 １６ アピナボウル⻑野篠ノ井店 佐々木 敦⼦ 選手 ササキ アツコ 92 ２９ サラダボウル 玉元 百恵 選手 タマモト モモエ
45 １７ 川崎グランドボウル 堀江  梓 選手 ホリエ アズサ 93 ３０ 東京ポートボウル 鈴木 歳⼦ 選手 スズキ トシコ
46 １７ 川崎グランドボウル ⽯丸 理砂 選手 イシマル リサ 94 ３０ 東京ポートボウル 滝沢 菜実 選手 タキザワ ナミ
47 １７ 川崎グランドボウル 熊本 美和 選手 クマモト ミワ 95 ３０ 東京ポートボウル 井上えりか 選手 イノウエ エリカ
48 １７ 川崎グランドボウル ジョン･ミスク 選手 ジョン ミスク 96 ３０ 東京ポートボウル 是安 浩⼦ 選手 コレヤス ヒロコ
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