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No. No. No. No.

とりあえず曲げる。 ※ｱﾏ 小屋　壮生 ※ｱﾏ 高見　健太 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥 1377 羽賀　秀和

聡海にお任せ 1414 山田　成人 ※ｱﾏ 渡邉　玲史 ※ｱﾏ 妹背　聡海 ※ｱﾏ 岸田　健介

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

一番打てなかった人が焼肉おごる 1291 渡邊　雄也 ※ｱﾏ 中根　啓貴 ※ｱﾏ 板倉　　満 ※ｱﾏ 山本　大貴

オールスターリーグ2019 443 平田　三男 ※ｱﾏ 加藤　秀和 ※ｱﾏ 高須　　覚 ※ｱﾏ 松浦　高久

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

ギリギリボーイズ 1412 田原　寛貴 ※ｱﾏ 朝川　卓也 ※ｱﾏ 飯塚　幹幸 ※ｱﾏ 小原　貴彦

けんぽん王子とあんこ姫 1361 堀ノ内智大 ※ｱﾏ 古畑　和輝 ※ｱﾏ 本橋　竜輔 1389 川口　健太

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

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

表彰式は竹若で 575 佐藤　　清 ※ｱﾏ 水野　達哉 ※ｱﾏ 小林　志郎 572 横川　義雄

チーム江の島Ａ 1345 甘糟　翔太 ※ｱﾏ 菅野　直人 ※ｱﾏ 羽ヶ崎匠海 1350 山中　　悟

Ｇ3ズ＋1 1391 田中　直樹 ※ｱﾏ 吉沢　　満 ※ｱﾏ 関口　　力 478 蒲生　　敬

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

高Ｐと島根の強豪達 1321 髙品　康成 ※ｱﾏ 錦織　　秀 ※ｱﾏ 錦織　宏明 ※ｱﾏ 勝部　祐希

超人ヒロム 1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 森下  元喜 1190 和田　秀和 ※ｱﾏ 田野岡大夢

アートプリントAi藤枝 900 糸山賀津人 ※ｱﾏ 田中　俊樹 ※ｱﾏ 鈴木　宏樹 ※ｱﾏ 和田　大紀

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

ガラクタ　ジェネレーションズ ※ｱﾏ 加茂　政生 ※ｱﾏ 前新　秀雅 ※ｱﾏ 田森　　豪 390 宮内圭次郎

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

正田晃也厩舎 ※ｱﾏ 町山辰一郎 1046 宮田　俊輔 ※ｱﾏ 沼尻　和明 1092 正田　晃也

いちはち ※ｱﾏ 濱野　洋介 ※ｱﾏ 斉藤　善裕 ※ｱﾏ 岩田　勝視 1394 藤村　隆史

永山コパボウルAチーム ※ｱﾏ 中川　　誠 1148 今泉　秀規 ※ｱﾏ 中山　健一 1182 門奈　大介

例え地球が壊れても投げ続け隊 ※ｱﾏ 山田　葉一 ※ｱﾏ 山本　　透 ※ｱﾏ 鈴木　政和 1114 小泉　秀幸

シライズム ※ｱﾏ 大月　光浩 1132 佐野　芳宏 1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 白井　康介

チームユーズ 558 星加　　猛 ※ｱﾏ 有本　武志 1120 松下　周平 ※ｱﾏ 大澤　　誠

ギミック1 ※ｱﾏ 増田　高英 1290 梶田　朋寛 ※ｱﾏ 石川　巧真 1305 山川　尚晴

スピードグラフィックス ※ｱﾏ 人見亮太朗 1159 人見啓二朗 ※ｱﾏ 鈴木　博樹 ※ｱﾏ 平良　隼人

チーム900 医龍 1407 吉田　　翔 ※ｱﾏ 田伏　順三 ※ｱﾏ 浅山　諒智 658 西村　　了

新狭山親衛隊 ※ｱﾏ 鎌田　武男 1262 川口　真一 ※ｱﾏ 佐久間　忍 1053 会田　啓介

がまだせ熊本！山口より応援 928 楢崎　信二 ※ｱﾏ 兼森　　剛 ※ｱﾏ 後田　秀行 1286 本田　博照

アソビックスびさい ※ｱﾏ 林　　元輝 848 吉田　文啓 ※ｱﾏ 近藤　真一 ※ｱﾏ 森　　清隆

口癖はドハイスコ 1314 児玉　侑樹 ※ｱﾏ 堂元　孝修 ※ｱﾏ 平松　健二 1351 井上　信吾

GANEGUCHI ※ｱﾏ 山崎　吉範 1013 小金　正治 ※ｱﾏ 伊藤宗一郎 1349 入口　光司

腹黒トンボ2 ※ｱﾏ 吉井　大生 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 岩満　　健 ※ｱﾏ 白間　海渡

２９８翠 ※ｱﾏ 山田　　裕 ※ｱﾏ 奥田　竜眞 ※ｱﾏ 篠田　晃一 1366 嶋田　佑介

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

石原軍団 ※ｱﾏ 仲里　豊希 K108 ジョン･テハ ※ｱﾏ 児島　道浩 344 石原　章夫
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笹塚ボウル ※ｱﾏ 本田　　豊 ※ｱﾏ 長谷川文弘 ※ｱﾏ 井口　遼太 983 井口　直之

CoCoレーン松本 1411 原田　　岳 ※ｱﾏ 武井　弘司 ※ｱﾏ 馬留　久志 553 太田　　潔

JTBA 1358 角戸　英隆 ※ｱﾏ 中嶋　勇介 892 高城　明文 ※ｱﾏ 川西　正顕

ＮＯストライクＮＯライフ ※ｱﾏ 井上　義範 ※ｱﾏ 石原　啓行 ※ｱﾏ 山下　　泉 1402 浅井　康希

ひでぼーにお任せ!! ※ｱﾏ 阿部　航希 974 永野すばる ※ｱﾏ 坂本　就馬 ※ｱﾏ 畑　　秀明

チーム延明プロ 1401 畑野　健人 ※ｱﾏ 中谷　晃生 ※ｱﾏ 渋谷晃次郎 514 高橋　延明

村上ブラザーズ 1109 川島　賢治 ※ｱﾏ 村上　悦男 ※ｱﾏ 村上　武男 979 須田　　毅

iチャンネル 1329 馬場　　一 ※ｱﾏ 西本　宗太 1327 森本　浩史 ※ｱﾏ 田中　清隆

HAOO ※ｱﾏ 久田　藤也 ※ｱﾏ 青木　正男 ※ｱﾏ 逢坂　貴将 1357 大西　翔太

kato p world ※ｱﾏ チェ･ヨンヒョン 1066 加藤　祐哉 ※ｱﾏ 森　　高義 1125 相澤　英昭

チームSUNAKO 1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 照井　一央 ※ｱﾏ 大城　和真 949 砂子　明廣

花屋カフェトラジェ ※ｱﾏ 袖之　　昭 964 大宮亜津志 ※ｱﾏ 山中　徹治 761 小原　照之

菅原興業 ※ｱﾏ 瀬野　和博 1064 菅原　秀二 ※ｱﾏ 小西　菖平 1031 井上　純平

BASIS RACING ※ｱﾏ 小林　浩一 888 谷口　　隆 ※ｱﾏ 大角　光司 1382 南雲　順司

MOMT ※ｱﾏ 木口　貴雄 647 大月　　仁 ※ｱﾏ 田代　　誠 643 益田　隆司

ナノデス開発部 1322 橋本　芳史 ※ｱﾏ 小菅　雅孝 ※ｱﾏ 柴冨　敏秀 1033 田坂　大輔

どてＰん 1338 水本　有希 ※ｱﾏ 茂野　　遊 1070 呉竹　博之 ※ｱﾏ 古舘　秀二

連番だよ！！ ※ｱﾏ 松元隆一郎 911 村上　　旭 ※ｱﾏ 川上　敏則 910 鈴木　博喜

スマイルフィールド。＆星が丘ボウル ※ｱﾏ 白羽　俊之 1307 播摩　友和 ※ｱﾏ 三上　雅幸 627 岡部　直治

吉田慎(26)彼女募集中！ ※ｱﾏ 吉田　　慎 1416 川原　優一 ※ｱﾏ 角島　大貴 1275 稲葉　竜太

タンメン食べようズ ※ｱﾏ 小川　勝治 1193 斉藤　琢哉 ※ｱﾏ 上村井一輝 1233 斉藤　祐哉

保留玉連チャン ※ｱﾏ 根津　泰正 1162 連保　友輔 ※ｱﾏ 土屋　利男 947 保倉　映義

まさのりーず ※ｱﾏ 青柳　敬吉 1180 斉藤　征哉 ※ｱﾏ 栗城　裕司 379 斉藤　正典

チーム スマイル ※ｱﾏ 倉持　　治 1178 平井　　翔 ※ｱﾏ 矢田部耀丞 ※ｱﾏ 松田　紘和

入賞はプロ次第パート２ ※ｱﾏ 岡田　　誠 1347 ヤン･ヒョンギュ 1130 岩切　稔純 ※ｱﾏ 岩切　政博

Scratch 1254 馬場　健司 ※ｱﾏ 瀬古健一郎 ※ｱﾏ 柘植　恒希 1266 神谷　昇司

ＯＢＣ390 ※ｱﾏ 松岡　大記 ※ｱﾏ 林　　賢一 ※ｱﾏ 野村　敦史 1302 長岡　義一

一球入魂！！ ※ｱﾏ 佐藤　亜優 1078 山本　　勲 ※ｱﾏ 土方　　捷 476 北岡　義実

ゴールデンキャット ※ｱﾏ 山崎　昭太 1296 荒井慎太朗 707 曽根　崇央 ※ｱﾏ 湯上谷　正

くすお男子 1247 中村　太亮 ※ｱﾏ 大村桂一郎 ※ｱﾏ 江越健一郎 1298 前田　充彦

GOD降臨 ※ｱﾏ 鮫島　　蓮 1365 髙橋　俊彦 ※ｱﾏ 七野　亮輔 1189 串田　　昭

四方四神 ※ｱﾏ 松浪　公紀 ※ｱﾏ 野上　勇樹 ※ｱﾏ 鈴木　健也 1354 竹永　竜星

TMAA ※ｱﾏ 松井　　卓 ※ｱﾏ 松井　正信 ※ｱﾏ 橋本　　篤 624 宮崎　　淳

知立イーグルボウル ※ｱﾏ 仮屋　幸人 ※ｱﾏ 西尾　博文 ※ｱﾏ 鈴木　利和 1026 木村　広人

ＲＢＣ広島 ※ｱﾏ 二井野吉則 ※ｱﾏ 白浜　孝之 ※ｱﾏ 大谷　和久 1069 津島　悟志

ヒデ!!いきまーす!! ※ｱﾏ 小柳　俊英 ※ｱﾏ 堀井　英希 ※ｱﾏ 馬場　清司 1002 庄司　太郎

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

SPL ※ｱﾏ 橘田　鋭三 ※ｱﾏ 高谷　隆一 ※ｱﾏ 吉田　茂樹 978 市原　竜太
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ボウリング王国スポルト八景店 ※ｱﾏ 笠原　直幸 792 黒川　　靖 ※ｱﾏ 川田　正二 1021 大胡　一平

WKAT ※ｱﾏ 和田　翔吾 ※ｱﾏ 葛原　康介 ※ｱﾏ 淺川　智輝 952 高橋　富資

ＴＴＢ 1274 福地　信之 ※ｱﾏ 大田　裕二 ※ｱﾏ 冨田　誠二 ※ｱﾏ 中嶋　成淳

MNST21 1292 三浦　啓寛 ※ｱﾏ 中村　祐一 ※ｱﾏ 千田　裕之 1288 髙田　浩規

ぽんた ※ｱﾏ 古川　智晴 ※ｱﾏ 梶　　文武 ※ｱﾏ 鳥本　隆義 1348 佐藤　昌徳

モンエナ（いろはす） 1360 渡邊　　要 ※ｱﾏ 大木　卓也 ※ｱﾏ 伊澤　俊也 1355 前　　秀之

どんたく号 ※ｱﾏ 濱田　賢史 1387 古賀　優輝 ※ｱﾏ 渡邉　貴宏 1413 太田　　快

サンパークレーン ※ｱﾏ 奥村　卓也 ※ｱﾏ 澤田　剛宏 ※ｱﾏ 浦川　文郎 806 正木　　裕

TEAM MATSU 1392 松浦　和彦 ※ｱﾏ 石黒英二郎 ※ｱﾏ 野村　経博 1376 松田　力也

チーム焼肉　大 ※ｱﾏ 西村　宏郁 1024 大友　　仁 ※ｱﾏ 友利　　実 ※ｱﾏ 河合　貞治

ＳＴＩＮＧ ※ｱﾏ 渡辺　佳明 1227 鈴木　崇徳 ※ｱﾏ 三富　祐樹 1374 平塚　裕貴

白くま 1171 菅原　晃一 ※ｱﾏ 石田　秀樹 ※ｱﾏ 平川　広文 ※ｱﾏ 鈴木　誠昌

T'sファミリークラブ with H 906 富永　　尚 ※ｱﾏ 加藤　　明 365 西田　久良 ※ｱﾏ 仲田　智行

摩訶Fushikiアドベンチャー 1164 山谷　新也 ※ｱﾏ 小澤　勇士 1170 伏木　克聡 ※ｱﾏ 藤城　大輔

TEAM STORM A PBA チャド･マクリーン ※ｱﾏ 村瀬　竣哉 ※ｱﾏ 野田　廉斗 ※ｱﾏ 林　　優輝


