
スカイＡカップ 第４０回関西オープン〔男子〕ボウリング トーナメント
予選Ｂシフト１０Ｇ成績 ※A+B10G上位  名準 決勝へ進出 

          木     金 会場 神戸六甲   

          氏  名 期 所  属
予選    
     

             前半     順位            後半     

      藤井 信人            太田                                                                 
     永野     相模原                                                                          

      遠藤  誠                                                                             

      甘糟 翔太   江 島                                                                           

      呉竹 博之                                                                                 

      和田 秀和         八尾                                                                     
     津島 健次   広電             社                                                               

      髙橋 俊彦                                                                          

     吉田 文啓                  社                                                                  

       日置 秀一                      社                                                                  

     工藤 博充                                                                            

       山本  勲                                                                       

      竹永 竜星                                                                          

     西川  徹   荻窪                                                                    

      山木 竜也         東大阪                                                                  

       渡邉 航明   四 木                                                                          
      門川 健一                                                                            

      山中  悟   江 島                                                                         

       小林 哲也                                                                                   

       森本 健太          向島                                                                  

       渡邊 雄也    株                                                                         
      馬場  一                                                                         

     砂子 明廣                 株                                                                                 

      森本 浩史                                                                      

      竹本 圭実   清水開発 株                                                                  

                         高島平                                                                  

      齋藤 剛一                                                                        

       谷合 貴志    株 日本         有                                                                            

      坂田 重徳                                                                                        

      斉藤 征哉   江 島                                                                    

     富永  尚    株                                                                        

     宮地  優     大阪                                                                

     西村  了    株                                                                              

       入口 光司                                                                         

     新舎 拓巳                                                                          

     星野 宏幸                                                                          
      藤村 隆史                                                                            

      井上 純平    株                                                                                   

      神谷 昇司   岩屋                 株                                                                  

     濱田 常男  弁天町                                                                            

       越後 裕哉   世田谷                                                                       
      酒井 武雄           太田                                                                

      木村弘太郎                                                                        

     宮崎  淳                                                                     

     立花 和貴  関西 西地区                                                                 

      堀江 真一   厚木                                                                            
       串田  昭                                                                           

      吉野 浩章                                                                                  

      中村 隼也           北九州                                                                

      望月 大士   東京                                                                       

      田形 研吾                                                                         

      大胡 一平       横須賀                                                                

     玉井慎一郎      香椎                                                                      

      中村 太亮    株                                                                             

       斉藤 琢哉   伊勢原                                                                          

      西村 邦彦                                                                     

      長谷  宏                      事業部                                                               

      播摩 友和   星 丘                                                                

      木村 広人   知立                                                                       

       志摩竜太郎   川口                                                                         

     曽根 崇央   富山地鉄                                                                         

      黒田 仙雄   米沢                                                                              

  準    山崎 行夫                                                                    

     松下 昭史  神戸                                                                     

      神山  匠                                                                    

      加藤 隆広   芝                                                                    

      小泉 秀幸                                                                    

      水谷 孝敏   久居                                                                       

      平井  翔                                                                               

      髙品 康成                                                                    

     村瀬 竣哉                                                                          

     寺村 文孝   桜橋            社                                                                 
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      藤原 一也                                                                   

      加藤翔太郎   神奈中平塚                                                                 

      松田 力也    株                                                                      

     高城 明文                                                                    

      今泉 秀規   永山                                                                   

     山田 葉一  桜橋                                                                  

      谷岸  明                                                                             

      北川 健一   牧野松園                                                                 

      菅原 晃一              小田原店                                                                    

     石野  宏    株                                                                      

     富樫 利明                                                                       

      角戸 英隆                                                                           

     豊田  清                                                                                

     吉田 光邦         御坊店                                                               

      鈴木 崇徳                                                                       

       河津 亨至   牧野松園                                                                 

      長岡 義一   大垣                                                                       

      古賀 優輝   大橋                                                                    

     今井 秀和              株                                                                 

     星加  猛           津山                                                               

     村永 一樹        東大阪店                                                                 
     品田順一郎   藤岡                                                                 

     中嶋 勇介                                                                       

     山本  透   株    推薦枠                                                               

      松浦 和彦                                                                           

     横井 拓真          尼崎駅前店                                                               

     保倉 映義    株                                                                      

       平田 三男                                                                    

      安原 真治           西宮                                                               

       鈴木 辰哉                                                                       

      浜田 光博                                                                    

      今井 康弘  個人特別協賛                                                               

      池元 克美      滋賀                                                               

      飯野  誠        東大阪店                                                               

      赤松  実  関東 東地区                                                               

      大角 光司  関西 西地区                                                               


