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Ｗ１ 名古屋ｍ ※ｱﾏ 大重　　旭 ※ｱﾏ 井上　正敏 ※ｱﾏ 安藤　　敦 ※ｱﾏ 伊藤　正孝

Ｗ２ K2B48 ※ｱﾏ 作本　幸宗 ※ｱﾏ 山崎　八七 ※ｱﾏ 谷野　　久 ※ｱﾏ 大石　信幸

Ｗ３ キリガミネ ※ｱﾏ 木村　謙太 ※ｱﾏ 加藤　暁洋 ※ｱﾏ 田中　勇気 ※ｱﾏ 鈴木　賢也

Ｗ４ TOMOSON'S ※ｱﾏ 中尾　靖之 ※ｱﾏ 河合　朋大 ※ｱﾏ 竹本　弘憲 ※ｱﾏ 大久保貴史

Ｗ５ Team　VOSS ※ｱﾏ アダム･ベイニア ※ｱﾏ 飯田　　稔 ※ｱﾏ 石井　彰敏 ※ｱﾏ 水口　慶吾

Ｗ６ 気まぐれヴィーナス ※ｱﾏ 篠原　五郎 ※ｱﾏ 戸鹿島　弘 ※ｱﾏ 竹内　秀昭 ※ｱﾏ 丹治健太郎

Ｗ７ ヴィクトリー ※ｱﾏ 落合　敏和 ※ｱﾏ 菅谷　亮太 ※ｱﾏ 中川　浩一 ※ｱﾏ 寺西　　剛

Ｗ８ ジャッカンタム ※ｱﾏ 川越　慎二 ※ｱﾏ 金子　　優 ※ｱﾏ 阿久根侑助 ※ｱﾏ 木村　和哲

Ｗ９ セブンテンズ1 ※ｱﾏ 森　　寿雄 ※ｱﾏ 奥谷　能庸 ※ｱﾏ 福本　真也 ※ｱﾏ 大石　和史

Ｗ１０ 国際でコロコロ(還暦Ver.) ※ｱﾏ 片倉　成浩 ※ｱﾏ 片倉　昌高 ※ｱﾏ 高尾　晃正 ※ｱﾏ 丹路　慶一

Ｗ１１ ABBF　ホイールリペア ※ｱﾏ 下地　雅也 ※ｱﾏ 鈴木　颯悟 ※ｱﾏ 吉牟田慎司 ※ｱﾏ 永嶋　堅一

Ｗ１２ キヨ盛☆ペペロンチーノ ※ｱﾏ 中村　謙介 ※ｱﾏ 水谷　弘之 ※ｱﾏ 清原　優也 ※ｱﾏ 山﨑　慎也

Ｗ１３ 安田兄貴とゆかいな仲間達 ※ｱﾏ 服部　寛大 ※ｱﾏ 佐藤　弘崇 ※ｱﾏ 中村　拓海 ※ｱﾏ 安田　昂平

Ｗ１４ Team 9495 w/z RS444 ※ｱﾏ 飯島　一茂 ※ｱﾏ 山﨑　　健 ※ｱﾏ 飯島　宏二 ※ｱﾏ 加藤　　肇

Ｗ１５ 橋本光司と投げたかったのよ ※ｱﾏ 原田　　優 ※ｱﾏ 内藤　広人 ※ｱﾏ 菅瀬　久智 ※ｱﾏ 橋本　光司

Ｗ１６ ASB A ※ｱﾏ 北山浩太朗 ※ｱﾏ 小濱　和音 ※ｱﾏ 合田　行秀 ※ｱﾏ 本田　充論

Ｗ１７ あすみが丘ファミリーボウルB ※ｱﾏ 安藤　政人 ※ｱﾏ 大久保秀一 ※ｱﾏ 中村　光男 ※ｱﾏ 真鍋　　太

Ｗ１８ タケシーズ ※ｱﾏ 松井　俊大 ※ｱﾏ 乙黒　偉史 ※ｱﾏ 岡田　拓也 ※ｱﾏ 桜田　隆樹

Ｗ１９ TEAMへっぽこ。 ※ｱﾏ 中村　正勝 ※ｱﾏ 佐々木　努 ※ｱﾏ 都梅　正史 ※ｱﾏ 伊藤　孝行

Ｗ２０ びさいドラコンズ ※ｱﾏ 野々山寿光 ※ｱﾏ 奥田　貴之 ※ｱﾏ 渡辺　貞彦 ※ｱﾏ 岡井　勝彦

Ｗ２１ 左右左右－1 ※ｱﾏ 川上　　諄 ※ｱﾏ 齋藤　時榮 ※ｱﾏ 長澤　　椋 ※ｱﾏ 黒木　和哉

Ｗ２２ ガソリンチーム ※ｱﾏ 粂田　英明 ※ｱﾏ 小崎　毅雄 ※ｱﾏ 露木　研二 ※ｱﾏ 砂原　雅幸

Ｗ２３ 笹塚 ※ｱﾏ 大城　昌也 ※ｱﾏ 冨永　達郎 ※ｱﾏ 渡辺　颯太 ※ｱﾏ 柴山　竜吾

Ｗ２４ 凸凹 ※ｱﾏ 田中　秀憲 ※ｱﾏ 佐藤　銀二 ※ｱﾏ 和田　展幸 ※ｱﾏ 兼浦　淳次

Ｗ２５ フェニックス ※ｱﾏ 井田　健司 ※ｱﾏ 金原　武史 ※ｱﾏ 寺坂　静男 ※ｱﾏ 横井　　毅

第42回STORMジャパンオープンボウリング選手権
男子アマチーム ウェイティング(キャンセル待ち)リスト

※エントリーが定数を超えた為、下記２５チームはウェイティング（キャンセル待ち）

◎アマチュアチーム（男子）ウェイティング ※キャンセル待ち

　となります。

氏名④チーム名 氏名① 氏名② 氏名③
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Ｗ１ となりのトコロ ※ｱﾏ 所　　恵子 ※ｱﾏ 黒田　朱理 ※ｱﾏ 川口　美華 ※ｱﾏ 吉留　聖子

Ｗ２ 大丈夫を気取ってます ※ｱﾏ 佐藤　結可 ※ｱﾏ 村松絵美子 ※ｱﾏ 斉藤　陽子 ※ｱﾏ 佐藤　愛美

Ｗ３ ねぎとこんにゃく ※ｱﾏ 石田　玲奈 ※ｱﾏ 浦部　夏帆 ※ｱﾏ 柿内ナオミ ※ｱﾏ 川田　菜摘

Ｗ４ キューティハニー2 ※ｱﾏ 山本亜津砂 ※ｱﾏ 神田　道子 ※ｱﾏ 熊本　美穂 ※ｱﾏ 高橋　尚代

Ｗ５ WTMA ※ｱﾏ 藤沼　稚奈 ※ｱﾏ 菅原　千愛 ※ｱﾏ 大河内未来 ※ｱﾏ 竹山　亜希

第42回STORMジャパンオープンボウリング選手権
女子アマチーム ウェイティング(キャンセル待ち)リスト

　となります。

※エントリーが定数を超えた為、下記５チームはウェイティング（キャンセル待ち）

◎アマチュアチーム（女子）ウェイティング ※キャンセル待ち

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④


