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受付 ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ

Ｎｏ． No. No. No. No.

1 リオ五輪代表控え組 ※ｱﾏ 根津　泰正 1360 渡邊　　要 ※ｱﾏ 板橋　則忠 1154 田中　慶吾

2 プロショップ KOGANE ※ｱﾏ 貴嶋　貢將 1013 小金　正治 1118 伊藤　睦昭 ※ｱﾏ 大月　光浩

3 おやじーズ ※ｱﾏ 小笠原敏晴 779 小山　泰正 ※ｱﾏ 飯島　敏幸 801 武井　義之

4 コロナキャットボウル中川店 ※ｱﾏ 峯田　美仁 431 吉川　邦男 ※ｱﾏ 神谷　悠里 450 佐々木秀雄

5 変なオジサンたち ※ｱﾏ 山下　　充 ※ｱﾏ 沖村　　孝 ※ｱﾏ 櫻井　　昇 517 平尾　　勉

6 今日は栄で５時!! ※ｱﾏ 倉持　　治 1178 平井　　翔 ※ｱﾏ 國本　武瑠 1336 黒澤　勝彦

7 ＫＯＴＭ ※ｱﾏ 金子　　猛 647 大月　　仁 ※ｱﾏ 田中　彰則 643 益田　隆司

8 稲沢ダンディーズ 1167 岩瀬　一真 ※ｱﾏ 福岡　和福 ※ｱﾏ 石田　明弘 ※ｱﾏ 時田　昇平

9 五代目 ＪＳ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ ※ｱﾏ 鬼沢　周平 1016 野口  博樹 ※ｱﾏ 齋藤　裕也 927 品田順一郎

10 チーム Ｋ＆Ｓ ※ｱﾏ 一松　大介 1022 黒田　仙雄 ※ｱﾏ 中野　恵太 1299 佐藤　　匡

11 SHIBATA ちるどれん 2016 ※ｱﾏ 井本　一成 1317 柳生　清光 ※ｱﾏ 石原　秀一 1252 門川　健一

12 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

13 Ｒツー Ｌツー ※ｱﾏ 万代　康成 ※ｱﾏ 尾崎　明仁 ※ｱﾏ 多々良英矢 910 鈴木　博喜

14 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

15 サウンドオブグラス ※ｱﾏ 袖之　　昭 964 大宮亜津志 ※ｱﾏ 山崎　　直 761 小原　照之

16 Ｔｅａｍ ティーンズ 1370 新城　一也 ※ｱﾏ 植松　智之 ※ｱﾏ 長澤　知靖 ※ｱﾏ 佐藤　雄偉

17 ファンタスティック４ ※ｱﾏ 佐々木光浩 ※ｱﾏ 堤　　泰三 ※ｱﾏ 宮地　　優 486 大谷内高志

18 Ｊ.Ｔ.Ｙ.Ｓ ※ｱﾏ 小林　　穣 1105 青木　　剛 ※ｱﾏ 亀井　　譲 1085 山下　昌吾

19 Ｈｉｓａｉ　Ｂｏｗｌ ※ｱﾏ 谷本　吉伸 ※ｱﾏ 森　　光徳 913 水谷　孝敏 ※ｱﾏ 竹内　史郎

20 ターキーズ 1245 大関　隆之 ※ｱﾏ 上屋敷佑弥 ※ｱﾏ 坪井　亮太 870 坪井　　実

21 チーム サンブリッジ 1198 小林　哲也 ※ｱﾏ 照井　一央 ※ｱﾏ 大城　和真 949 砂子　明廣

22 Ｔｅａｍ ＫＩＮＧ ※ｱﾏ 安里　秀策 1219 川添　奨太 ※ｱﾏ 吉田　大祐 288 酒井　武雄

23 ＨＴＵＫ ※ｱﾏ 日比　正裕 1331 髙淵　常志 ※ｱﾏ 臼井　公二 995 児島　都史

24 石原軍団 ※ｱﾏ 井戸　　寛 K108 鄭泰和ｼﾞｮﾝ･ﾃﾊ ※ｱﾏ 児島　道浩 344 石原　章夫

25 TEAM 北岡さんだぞ!! ※ｱﾏ 伊藤　　丈 1078 山本　　勲 ※ｱﾏ 土方　　捷 476 北岡　義実

26 ぴょんた Ⅳ ※ｱﾏ 植田　貴博 555 加藤　孝幸 ※ｱﾏ 菊谷　　準 566 上原　正雄

27 ONE VALLEY ※ｱﾏ 松下　昭史 1281 松岡　秀法 ※ｱﾏ 藤原　智也 1315 一谷　知広

28 甘えん坊 ※ｱﾏ 小林　　彰 ※ｱﾏ 島本　昭宏 ※ｱﾏ 中江　文義 1268 松本　貴臣

29 江の島ボウル Ｂ ※ｱﾏ 青柳　敬吉 1180 斉藤　征哉 ※ｱﾏ 栗城　裕司 379 斉藤　正典

30 Ｓａｉｔｏｈ ☆ Ｂｒｏｔｈｅｒ ※ｱﾏ ヘンリー･イラオ 1193 斉藤　琢哉 ※ｱﾏ 小川　勝治 1233 斉藤　祐哉

31 ゴルゴ１３ ※ｱﾏ 吉野　政弘 352 貞松　保行 ※ｱﾏ 鈴木　　清 1195 藤井　一浩

32 チーム アオモリ Ａ ※ｱﾏ 深川　広大 ※ｱﾏ 斉藤　駿介 ※ｱﾏ 石川　　新 1346 小鹿　大樹

33 チーム アオモリ Ｂ ※ｱﾏ 花岡　尚也 ※ｱﾏ 石岡　隆弘 ※ｱﾏ 棟方　伸伍 1146 中村　　智

34 チーム HARAGURO 1367 笠原　康正 ※ｱﾏ 野中　直行 934 西川　　徹 ※ｱﾏ 岩満　　健

35 讃岐 豊's ※ｱﾏ 平野　　豊 1306 別所　　翼 ※ｱﾏ 古荘　　豊 1129 川瀬　啓治

36 チーム ４７ ※ｱﾏ 和田　大紀 1177 中村　隼也 ※ｱﾏ 黒田　　忠 1179 白浜　勇多

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

入金期限：９月２３日（金）まで

◎プロが含まれるチーム（男子） ※出場確定
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

男子出場チームリスト

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※エントリーフィーは、下記期限までにご入金下さい。

※男子出場枠が200チーム→208チームに増えたため、申し込まれたプロチームは出場確定です｡
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37 秀二！復帰おめでとう！チーム 1064 菅原　秀二 ※ｱﾏ 松浦　和広 ※ｱﾏ 田中　秀司 1081 土谷　　翼

38 池袋ロサボウル 1121 鈴木　勇太 ※ｱﾏ 稲葉　貴久 ※ｱﾏ 油原泰一朗 572 横川　義雄

39 チーム ビアフレーム 1359 黒須　教仁 ※ｱﾏ 小野　貴史 ※ｱﾏ 加藤　吉則 1371 澁谷　知仁

40 べっちーず ※ｱﾏ 久保　徳正 ※ｱﾏ 竹崎　寿征 ※ｱﾏ 浦部　年男 897 池元　克美

41 チーム ２３５歳です。 ※ｱﾏ 藪下　俊幸 858 山本　　浩 ※ｱﾏ 柳川　弘行 931 田形　研吾

42 ＳＤメンズ ※ｱﾏ 本田　充論 1116 佐久間信也 ※ｱﾏ 北山浩太朗 1101 村上　拓也

43 PBA FUJIBOWL 1143 吉田樹弐亜 ※ｱﾏ 山崎　雄太 ※ｱﾏ 山下　博也 1091 佐取　　賢

44 どてPん ※ｱﾏ 北　　知憲 1338 水本　有希 ※ｱﾏ 古舘　秀二 1070 呉竹  博之

45 やっちゃえ、啓ちゃん！ ※ｱﾏ 羽賀　秀和 1147 森西　義治 ※ｱﾏ 櫛笥　亮圓 1053 会田　啓介

46 チーム葛飾区 1323 牧野　　司 ※ｱﾏ 古川　智晴 ※ｱﾏ 大平　要一 ※ｱﾏ 吉村　吉雄

47 ピン スイーパーズ 793 岩楯　泰彦 ※ｱﾏ 西村　　淳 ※ｱﾏ 秋山　正和 564 佐藤　　剛

48 Ｓｐｅｒａｎｚａ ※ｱﾏ 今井　康雄 ※ｱﾏ 菊池光太郎 ※ｱﾏ 岡田　和正 1124 尾西　健太

49 持っている男たち ver.69 ※ｱﾏ 川原　慎也 1133 菊池　正義 ※ｱﾏ 青木　雅和 1220 渡邉　航明

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

51 Ｋ Ｏ Ｎ Ｙ ※ｱﾏ 小林　貴司 981 小倉　賢士 ※ｱﾏ 中場　　勉 349 山崎　行夫

52 ファイヤーワールド ※ｱﾏ 石田　正人 ※ｱﾏ 渡辺　隆明 ※ｱﾏ 中澤　俊樹 864 丸橋　了三

53 ち～む しゅうへい ※ｱﾏ 栗本　和久 ※ｱﾏ 佐藤　大地 ※ｱﾏ 山下　一義 363 吉田　　等

54 桃太 ※ｱﾏ 小幡　章夫 1034 土井　　貢 ※ｱﾏ 酒井　孝司 1208 中内　明弘

55 ＡＢＳ ファミリー 368 柴田　英徳 ※ｱﾏ 前畑　利樹 347 原田　招雄 ※ｱﾏ 折笠　健三

56 一休さんは､だぁ～れだっ 笑 1190 和田　秀和 ※ｱﾏ 田野岡大夢 1214 福丸　哲平 ※ｱﾏ 前坂　翔人

57 笹塚ボウル ※ｱﾏ 長谷川文弘 ※ｱﾏ 本田　　豊 ※ｱﾏ 柴山　竜吾 983 井口　直之

58 ７１１９ ※ｱﾏ 井上　義範 1257 浅野　慎介 ※ｱﾏ 石原　啓行 900 糸山賀津人

59 チーム ココレーン ※ｱﾏ 和田　悠嗣 1275 稲葉　竜太 ※ｱﾏ 塚越　翔太 827 久保　圭司

60 北陸男子 ※ｱﾏ 山崎　　昭太 1340 広瀬　恭平 ※ｱﾏ 奥野　雄大 1296 荒井慎太朗

61 チーム 富山 ※ｱﾏ 西尾　直史 ※ｱﾏ 松川　　豊 ※ｱﾏ 北川　善輝 707 曽根　崇央

62 最強のプロ↗ ･･･のアマ↘ ※ｱﾏ 宮田　智成 521 坂田　重徳 1050 日置　秀一 ※ｱﾏ 原科　三雄

63 ひなさん ※ｱﾏ 小間　克己 ※ｱﾏ 中野　輝志 ※ｱﾏ 井上　卓哉 1343 平岡　勇人

64 プロショップ エム ※ｱﾏ 白須賀正嗣 950 今井　秀和 ※ｱﾏ 赤松　　実 843 辻　　賢司

65 西やん 905 太田　隆昌 ※ｱﾏ 戸部　哲郎 ※ｱﾏ 溝尾　泰蔵 365 西田　久良

66 Ｔｅａｍ 栴ちゃん 479 栴檀　　稔 ※ｱﾏ 田川　和成 1271 山下　陽平 ※ｱﾏ 前川　克彦

67 アート･プリントＡｉ-51 ※ｱﾏ 菅瀬　久智 1276 村松　賢季 ※ｱﾏ 山下　　泉 1269 大城ｸﾗｳﾃﾞｨｵ

68 アベノミクス 1205 阿部　基成 ※ｱﾏ 中村　謙介 ※ｱﾏ 山崎　慎也 ※ｱﾏ 清原　優也

69 キャロル ※ｱﾏ 櫻井　渉太 1364 渡邊虎太郎 ※ｱﾏ 柳生　武彦 1267 森本　健太

70 Ｒｅｌａｘｘｘｘ ※ｱﾏ 森山　丈二 1189 串田　　昭 ※ｱﾏ 中村　四郎 1231 中野　太陽

71 名古屋グランドボウル 1025 斉藤　茂雄 ※ｱﾏ 神谷　正浩 ※ｱﾏ 近藤　芳史 ※ｱﾏ 関　統司雄

72 世田谷オークラボウル チーム ※ｱﾏ 飯島　祥行 ※ｱﾏ 前田　隆志 1191 越後　裕哉 ※ｱﾏ 中島　正美
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73 ようこちゃんず ※ｱﾏ 北川　哲也 ※ｱﾏ 堀篭　高之 ※ｱﾏ 奇二　邦夫 876 園田　充彦

74 Team Boomer's Pit 1246 石田　真也 ※ｱﾏ 渡辺　　仁 ※ｱﾏ 我如古ビトル 1334 井手　　哲

75 プロショップナカライ×ラウンドワン南砂店 1041 戸井健太郎 ※ｱﾏ 新井　秀樹 ※ｱﾏ 関根　武実 994 田中　康男

76 Ｔ.Ｍ.Ｇ ※ｱﾏ 山下　知且 18 矢島　純一 ※ｱﾏ 坂本　和幸 644 玉置幸一郎

77 ＮＣ 1353 望月　大士 ※ｱﾏ 北原　大廉 ※ｱﾏ 木村　　晃 1337 今瀧　　賢

78 キャンセル

79 グランドボウル ※ｱﾏ 岡田　　誠 1347 ヤン･ヒョンギュ 1130 岩切　稔純 ※ｱﾏ 岩切　政博

80 スマイル ＭＯ－ＭＯ－ 1307 播摩　友和 ※ｱﾏ 白羽　俊之 627 岡部　直治 ※ｱﾏ 倉持　渓佑

81 ＴＥＡＭ 拓 1373 後藤　拓也 ※ｱﾏ 近藤　和秀 ※ｱﾏ 藤井　武司 ※ｱﾏ 近藤　勇真

82 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

83 プロショップＫＩＮＴＡ ※ｱﾏ 高田　秀実 ※ｱﾏ 瀬野　和博 ※ｱﾏ 三上　雅幸 1031 井上　純平

84 たかＨＥＲＯ ※ｱﾏ 町山辰一郞 1225 小森　清人 ※ｱﾏ 佐藤　貴啓 1046 宮田　俊輔

85 イーグルボウル ※ｱﾏ 長島　則夫 1080 河津　亨至 ※ｱﾏ 鈴木　　昭 951 安部　誠司

86 保険の宮越 ※ｱﾏ 大塚　誠一 561 澤田　哲司 ※ｱﾏ 河村　利也 515 木村　紀夫

87 トージュ 1229 上田　晋也 ※ｱﾏ 山田　葉一 641 北野　周一 ※ｱﾏ 有賀　　徹

88 プロショップ ナカライ 1369 木田　大輔 ※ｱﾏ 望月　義宣 ※ｱﾏ 後藤　若松 312 半井　　清

89 TEAM SPRING ※ｱﾏ 町田　勝幸 ※ｱﾏ 鈴木　浩由 ※ｱﾏ 薬師寺正雄 1249 佐々木恭兵

90 コロナキャットボウル Ｔ＆Ｈ ※ｱﾏ 武田　光司 570 山本　勝利 ※ｱﾏ 金田　京也 714 山崎　義則

91 Amakasu Family 1345 甘糟　翔太 ※ｱﾏ 甘糟　龍馬 ※ｱﾏ 甘糟　徳太 512 甘糟龍二郎

92 倒柱戦隊 ボウレンジャー 1023 岡野　秀幸 ※ｱﾏ 林　　信彦 ※ｱﾏ 佐々木貴祥 1038 石橋　　孝

93 チーム BOO-BOSS BOWL ※ｱﾏ 矢代　信幸 ※ｱﾏ 三浦　光夫 ※ｱﾏ 吉原　正明 787 鈴木　好人

94 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

95 ＡＷＡ 踊り 2016 813 豊田　　清 ※ｱﾏ 木村　　修 ※ｱﾏ 石川　正豊 989 上瀬戸政樹

96 エーツー ※ｱﾏ 今井　政勝 819 鈴木　元司 ※ｱﾏ 東　　莉大 445 青木　彰彦

97 Ｔｅａｍ“1／8192” ※ｱﾏ 横田　真紀 920 桜庭　良弘 ※ｱﾏ 阿部　晋也 930 勢力　優之

98 ナノデスボール開発部 977 徳江　和則 ※ｱﾏ 我妻　慎一 ※ｱﾏ 柴富　敏秀 1033 田坂　大輔

99 イーグル ※ｱﾏ 浅川　智輝 1138 吉川宗一郎 ※ｱﾏ 今井　康弘 442 西村　邦彦

100 ９００ 男湯 Ⅰ ※ｱﾏ 田伏　順三 1221 木村弘太郎 ※ｱﾏ 内藤　重信 658 西村　　了

101 アクシス 1145 棚橋　孝太 ※ｱﾏ 十二　　淳 ※ｱﾏ 高橋　　匠 1019 小堀　文貴

102 ＳＴＥＥＬ ※ｱﾏ 矢部圭司郎 932 ロバート･リー ※ｱﾏ 松尾　一成 918 中野　和弘

103 エルガー ※ｱﾏ 犬飼　健志 ※ｱﾏ 山田裕太郎 869 木本　春夫 ※ｱﾏ 吉村　直人

104 大人ランチ ※ｱﾏ 中村　有希 1374 平塚　裕貴 ※ｱﾏ 三富　祐樹 1201 小松　永宜

105 ＴＹＨＲチーム 1365 髙橋　俊彦 ※ｱﾏ 七野　亮輔 ※ｱﾏ 宮田　雄介 ※ｱﾏ 三好　弘将

106 キャノンチーム ※ｱﾏ 河合　貞治 1024 大友　　仁 ※ｱﾏ 菊地　勇人 1075 須崎　信行

107 打ってる風な雰囲気!! ※ｱﾏ 森　　高義 1066 加藤　祐哉 ※ｱﾏ 宮田　慶輝 1125 相澤　英昭

108 Tomodachi Lanes 1032 工藤　貴志 ※ｱﾏ スタンリー･サマー 1352 ブライアン･グリーンウッド ※ｱﾏ テイラー･ビショップ



  【ご案内】

受付 ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ

Ｎｏ． No. No. No. No.

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

入金期限：９月２３日（金）まで

◎プロが含まれるチーム（男子） ※出場確定
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

男子出場チームリスト

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※エントリーフィーは、下記期限までにご入金下さい。

※男子出場枠が200チーム→208チームに増えたため、申し込まれたプロチームは出場確定です｡

109 ＯＯＯＨ 553 太田　　潔 ※ｱﾏ 小原　貴彦 ※ｱﾏ 奥原　輝彦 ※ｱﾏ 平林　浩文

110 保倉映義チーム 947 保倉　映義 ※ｱﾏ 渡辺　玲史 ※ｱﾏ 川原　優一 1162 連保　友輔

111 ｔｅａｍ ＴＯＫＵ ※ｱﾏ 大澤　章浩 1319 浮田　健吾 ※ｱﾏ 谷口　悠斗 1284 北川　健一

112 全中王者を囲む会 ※ｱﾏ 畑　　秀明 ※ｱﾏ 鈴木　義経 ※ｱﾏ 松井　紀和 1210 安藤昭太郎

113 がらくたブラザーズ ※ｱﾏ 加茂　政生 ※ｱﾏ 前新　秀雅 ※ｱﾏ 田森　　豪 390 宮内圭次郎

114 龍清栄進 ※ｱﾏ 水野　達哉 1150 落合　進治 ※ｱﾏ 西沢　栄朗 575 佐藤　　清

115 寺村プロと仲間達 902 玉井慎一郎 ※ｱﾏ 竹田　光寛 ※ｱﾏ 古賀　優輝 908 寺村　文孝

116 ホリエ ジャパン７ ※ｱﾏ 西島　浩一 1149 榎本　浩也 ※ｱﾏ 佐藤　雄司 1077 堀江　真一

117 孝修のエクスタシー講座 1314 児玉　侑樹 ※ｱﾏ 堂元　孝修 ※ｱﾏ 平松　健二 1351 井上　信吾

118 BIGジュンとゆかいな仲間たち part2 1295 山下　周作 ※ｱﾏ 田中　淳一 ※ｱﾏ 戸田　雅人 1321 髙品　康成

119 ＢＳＹ² ※ｱﾏ 太田　俊雄 ※ｱﾏ 山田　和良 ※ｱﾏ 大村桂一郎 683 山下　　豊

120 永田屋＆ＶＥＧＡ ※ｱﾏ 神原マルコス 1160 遠藤　　誠 ※ｱﾏ 山本　一晶 1132 佐野　芳宏

121 ｔｅａｍ ヨンブリ 1366 嶋田　佑介 ※ｱﾏ 田代晃嗣郎 ※ｱﾏ 山田　義裕 1272 山上　英章

122 西武ボウル＆芝グランドボール ※ｱﾏ 山崎　章弘 1301 加藤　隆広 ※ｱﾏ 清水　　晃 1117 松本　智弥

123 ＪＴＢＡ 1358 角戸　英隆 ※ｱﾏ 平田　直也 892 高城　明文 ※ｱﾏ 川西　正顕

124 柿田川の小心者 ※ｱﾏ 原田　秀貴 ※ｱﾏ 成川　和利 ※ｱﾏ 谷岸　正夫 1280 谷岸　　明

125 チーム ユーズ 558 星加　　猛 ※ｱﾏ 山根　伸耶 ※ｱﾏ 高良　洋平 1120 松下　周平

126 Ryujin@T.Y ※ｱﾏ 高谷　隆一 978 市原　竜太 1159 人見啓二朗 ※ｱﾏ 吉田　茂樹

127 不思議の国の魔王たち 514 高橋　延明 ※ｱﾏ 松本　貴大 985 松田　　章 ※ｱﾏ 内藤　良弘

128 HIGE NO KEIJI ※ｱﾏ 小原　陽治 969 森　　裕 ※ｱﾏ 森　　孝夫 740 池上　　徹

129 スミスミズ 1344 竹本　圭実 ※ｱﾏ 清水　和哉 ※ｱﾏ 住吉　祐也 1099 津島　健次

130 ＴＥＡＭ ＴＡ ※ｱﾏ 羽ヶ崎匠海 1227 鈴木　崇徳 ※ｱﾏ 小嶋　建志 ※ｱﾏ 依田　　隆

131 エースにおまかせ!! ※ｱﾏ 野瀬　修司 992 山能　健之 ※ｱﾏ 上谷　晴也 912 中沢　　奨

132 栃木！ 1285 八代　敬行 ※ｱﾏ 吉成　俊亮 ※ｱﾏ 刈部　　光 ※ｱﾏ 小林　裕明

133 バリスターズ 435 長谷　　宏 ※ｱﾏ 大川　　亘 822 小池　要一 ※ｱﾏ 松浦　　勲

134 Ｔｅａｍ Ｆｕｔｕｒｅ ※ｱﾏ 水野　耕佑 ※ｱﾏ 吉野　浩章 ※ｱﾏ 寺脇　敏行 544 水野　成祐

135 福地Ｐと愉快な仲間達！ 1274 福地　信之 ※ｱﾏ 山田　哲也 ※ｱﾏ 金子　哲也 ※ｱﾏ 鷲見　理伯

136 ＯＳＢ 1255 福永　晃生 ※ｱﾏ 高安　真司 ※ｱﾏ 原田　浩司 1270 中原　正光

137 Ｎａｎａｍｍｙ’ｓ ２ 1349 入口　光司 ※ｱﾏ 越後　拓真 ※ｱﾏ 松崎　清雅 ※ｱﾏ 伊藤宗一郎

138 ９００ 男湯 Ⅱ ※ｱﾏ 杉田　正樹 888 谷口　　隆 ※ｱﾏ 辻永　一彦 1123 大山　篤俊

139 チームあなみＭ ※ｱﾏ 横田　修治 ※ｱﾏ 山本　将史 ※ｱﾏ 鶴井　博敏 1309 西川　弘文

140 バジリスク ※ｱﾏ 堀　　秀行 835 中平　幸男 ※ｱﾏ 岡田　　良 ※ｱﾏ 杉野　正樹

141 坂東ファミリーボウル 667 中山　範彦 ※ｱﾏ 矢島　満博 ※ｱﾏ 林　　正人 850 高橋　桃也

142 今年こそは!! ※ｱﾏ 関　　研二 1224 吉野　武典 ※ｱﾏ 原　　隆典 777 内山　智昭

143 オールスター 443 平田　三男 ※ｱﾏ 清水　健仁 ※ｱﾏ 仮屋　幸人 ※ｱﾏ 松浦　高久

144 丹揮塾 Ａ ※ｱﾏ 岩瀬　雄司 1330 浅尾　慎詞 ※ｱﾏ 長尾　康弘 506 三池　丹揮



  【ご案内】

受付 ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ

Ｎｏ． No. No. No. No.

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

入金期限：９月２３日（金）まで

◎プロが含まれるチーム（男子） ※出場確定
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

男子出場チームリスト

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※エントリーフィーは、下記期限までにご入金下さい。

※男子出場枠が200チーム→208チームに増えたため、申し込まれたプロチームは出場確定です｡

145 丹揮塾 Ｂ ※ｱﾏ 二井野吉則 ※ｱﾏ 白浜　孝之 ※ｱﾏ 前田　匡史 1069 津島  悟志

146 ダッチマン 1355 前　　秀征 ※ｱﾏ 前　　祐司 ※ｱﾏ 佐藤　達也 1311 橋本　　明

147 ジャッカルの使い手 ※ｱﾏ 白木冨士夫 ※ｱﾏ 松尾　治善 ※ｱﾏ 今泉　元一 1131 田沢　広也

148 ちょい悪 おやじーズ！ ※ｱﾏ 石田　秀樹 1026 木村　広人 ※ｱﾏ 鈴木　利和 ※ｱﾏ 西尾　博文

149 イケメン率いるイケメン軍団 1361 堀ノ内智大 ※ｱﾏ 横田　和哉 ※ｱﾏ 今北　侑吾 1357 大西　翔太

150 永山コパボウル 1182 門奈　大介 ※ｱﾏ 中山　健一 ※ｱﾏ 坂本　就馬 1148 今泉　秀規

151 パパとゆかいな仲間たち ※ｱﾏ 宇和　　誠 1310 笹田　泰裕 ※ｱﾏ 松井　　卓 624 宮崎　　淳

152 Ｂ³ ※ｱﾏ 樋口　友馬 1254 馬場　健司 ※ｱﾏ 稲垣　祐治 ※ｱﾏ 杉本　哲也

153 （株）おしゃれ番長 ２ ※ｱﾏ 野村　敦史 ※ｱﾏ 坂本　健二 ※ｱﾏ 大榎　幸夫 1302 長岡　義一

154 爆笑 佐藤 【天才】 ※ｱﾏ 林　　義真 1291 渡邊　雄也 ※ｱﾏ 佐藤　康晴 1127 福岡　三裕

155 チャーラーへっちゃらー♪ 1362 髙井裕滋郎 ※ｱﾏ 藤城　大輔 ※ｱﾏ 山崎　俊輔 1372 戸辺　　誠

156 超平和バスターズ ※ｱﾏ 三浦　芳明 ※ｱﾏ 西谷　聡太 ※ｱﾏ 山家　正也 567 早川　源司

157 村上兄弟 ※ｱﾏ 村上　悦男 979 須田　　毅 1109 川島　賢治 ※ｱﾏ 村上　武男

158 ブラック★スター 1021 大胡　一平 ※ｱﾏ 宮﨑　　実 ※ｱﾏ 笠原　直幸 792 黒川　　靖

159 ＹＡＫＩＮＩＫＵ帝国 ※ｱﾏ 白濱　大夢 1288 髙田　浩規 ※ｱﾏ 櫻田　隆樹 1137 佐藤　秀樹

160 B・Addiction ※ｱﾏ 馬場　清司 ※ｱﾏ 泉水　雅俊 ※ｱﾏ 三田　　誠 1155 喜納　直樹

161 岩屋キャノンボウル ※ｱﾏ 鈴木　貴広 1266 神谷　昇司 ※ｱﾏ 松田あきら ※ｱﾏ 市川　圭太

162 みすたー☆末っ子 ※ｱﾏ 稲見　修央 ※ｱﾏ 篠原　　祐 ※ｱﾏ 矢藤　正規 1328 小林　龍一

163 エナジック・ワン 1327 森本　浩史 ※ｱﾏ 村濱　裕紀 1329 馬場　　一 ※ｱﾏ 田中　清隆

164 ＳＡＳ ※ｱﾏ 和田　翔吾 ※ｱﾏ 葛原　康介 ※ｱﾏ 竹田　　航 952 高橋　富資

165 Ｇ 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

166 横浜 HONKY TONK 1322 橋本　芳史 ※ｱﾏ 三富　正樹 ※ｱﾏ 金久保洋平 ※ｱﾏ 鈴木　健也

167 りゅーの大冒険 ※ｱﾏ 秋山　駿佑 ※ｱﾏ 中桐　正樹 ※ｱﾏ 上原　朋久 1368 志摩竜太郎

168 熊組 親衛隊 ※ｱﾏ 藤田　祐一 743 大熊　正人 ※ｱﾏ 中村　　豪 1262 川口　真一

169 チーム アモーレ 1298 前田　充彦 ※ｱﾏ 西山　静也 ※ｱﾏ 尾崎　博一 1247 中村　太亮

170 超新星唯斗(改)×４ 1289 谷合　貴志 ※ｱﾏ 田中　直樹 ※ｱﾏ 杉崎　　隆 1287 藤井　信人

171 チーム ＰＳＣ ※ｱﾏ 知花　義史 ※ｱﾏ 佐藤九十九 ※ｱﾏ 遠山　裕太 974 永野すばる

172 ストライクショット ※ｱﾏ 高橋　隼人 1304 齋藤　剛一 ※ｱﾏ 野島　大輝 1312 太田　　誠

173 朝倉ファミリー 番外編 ※ｱﾏ 山本　青空 ※ｱﾏ 田中　智之 ※ｱﾏ 一瀬　政秋 1054 朝倉　丘雄

174 Ｍ．Ｔ．Ｅ．Ｎ ※ｱﾏ 太田　正之 1290 梶田　朋寛 ※ｱﾏ 伊藤　鋭司 1305 山川　尚晴



  【ご案内】

受付
Ｎｏ．

1 チーム 国際でコロコロ！ ※ｱﾏ 髙尾　晃正 ※ｱﾏ 富田　　明 ※ｱﾏ 片倉　昌高 ※ｱﾏ 丹路　慶一

2 ジェネレーションＧＡＰ the second year ※ｱﾏ 戸鹿島　弘 ※ｱﾏ 田中　康雅 ※ｱﾏ 本田　勝吉 ※ｱﾏ 溝田　和弘

3 Ｔｅａｍ Ｍ’ｚ ※ｱﾏ 高橋　　暁 ※ｱﾏ 竹内　真司 ※ｱﾏ 田河　直行 ※ｱﾏ 伊藤　伸吾

4 日本のオバマと愉快なボウラーたち ※ｱﾏ 渡辺　貴仁 ※ｱﾏ 村田　大輔 ※ｱﾏ 森川　大督 ※ｱﾏ 本間　大輝

5 とくりん薬局 ※ｱﾏ 長嶺　将哉 ※ｱﾏ 友利　　実 ※ｱﾏ 新里　哲也 ※ｱﾏ 仲宗根宏樹

6 Ｋ３Ｈ ※ｱﾏ 鈴木　英雄 ※ｱﾏ 鳥山　裕記 ※ｱﾏ 松尾　　等 ※ｱﾏ 重永　一光

7 Ｋ･Ｔ･Ｋ･Ｔ ※ｱﾏ 鈴木　清高 ※ｱﾏ 林　　毅彦 ※ｱﾏ 森川　　圭 ※ｱﾏ 谷口　　満

8 「Ｐａｎｉｃ」 ※ｱﾏ 清原　康信 ※ｱﾏ 橋本　敬司 ※ｱﾏ 西山　信幸 ※ｱﾏ 髙橋　彰二

9 東海ジュニア ※ｱﾏ 甲地　悠人 ※ｱﾏ 伊藤　久修 ※ｱﾏ 村瀬　大地 ※ｱﾏ 村瀬　大河

10 中島畳店 ※ｱﾏ 上野　正人 ※ｱﾏ 入江　俊英 ※ｱﾏ 中島　芳彦 ※ｱﾏ 黒瀬　　尚

11 ａｇａｉｎ ※ｱﾏ 手塚　　泰 ※ｱﾏ 一ノ瀬　靖 ※ｱﾏ 松木　敏幸 ※ｱﾏ 城野　敏明

12 ココは俺に任せろ!! ※ｱﾏ 藤村　隆史 ※ｱﾏ 堤　　祐樹 ※ｱﾏ 小野　在由 ※ｱﾏ 吉田　健大

13 ＴＥＡＭ へっぽこ ※ｱﾏ 鈴木　宏樹 ※ｱﾏ 中村　正勝 ※ｱﾏ 都梅　正史 ※ｱﾏ 伊藤　孝行

14 ＴＥＡＭ　Ｔ☆Ｏ☆Ｃ ※ｱﾏ 河東　達記 ※ｱﾏ 金子　弘明 ※ｱﾏ 東田　直樹 ※ｱﾏ 坂上　雅司

15 KNOW-ing ※ｱﾏ 宮下　　始 ※ｱﾏ 中嶋　俊博 ※ｱﾏ 深田　晃輔 ※ｱﾏ 堀井　　諭

16 イッパイ ×２ ※ｱﾏ 手島　正彦 ※ｱﾏ 岩瀬　勝則 ※ｱﾏ 稲葉　史郎 ※ｱﾏ 鈴木　博明

17 敗退は都市伝説 ※ｱﾏ 川畑健太郎 ※ｱﾏ 山野井哲也 ※ｱﾏ 高橋　恭介 ※ｱﾏ 若山　　稔

18 ルピナス ※ｱﾏ 前田　憲一 ※ｱﾏ 渡部　芳弘 ※ｱﾏ 仲田　和正 ※ｱﾏ 市川　佳伸

19 楽しく投げたいけど恥ずかしいのはイヤ！ ※ｱﾏ 高瀬　将光 ※ｱﾏ 大津　収二 ※ｱﾏ 増田　和哉 ※ｱﾏ 柴田　　晃

20 TEAM TAKE ※ｱﾏ 矢島　千尋 ※ｱﾏ 武井　保宏 ※ｱﾏ 矢島　一樹 ※ｱﾏ 竹平　幸男

21 We♥るか ※ｱﾏ 菅森　　歩 ※ｱﾏ 岡村　悠矢 ※ｱﾏ 熊澤　宏哉 ※ｱﾏ 菅原　完斗

22 Breakthrough ※ｱﾏ 石田　典寬 ※ｱﾏ 梶浦　雅文 ※ｱﾏ 兼松　　光 ※ｱﾏ 日高　健太

23 コロナッチョ ※ｱﾏ 犬飼　優志 ※ｱﾏ 大野　英秋 ※ｱﾏ 宮川　大史 ※ｱﾏ 高木　　祐

24 北海道クラシッククラブ道央支部 ※ｱﾏ 大山　英之 ※ｱﾏ 檜木　武博 ※ｱﾏ 矢原　勝敏 ※ｱﾏ 高橋　浩一

25 Team SBC ※ｱﾏ 澤村　智彰 ※ｱﾏ 富田　博道 ※ｱﾏ 伏屋　明浩 ※ｱﾏ 堀江真一朗

26 しんちゃん ※ｱﾏ 小林　真也 ※ｱﾏ 小林　栄一 ※ｱﾏ 山中　　豊 ※ｱﾏ 水谷　浩二

27 Team 9495 w/z ゴロ助 ※ｱﾏ 飯島　一茂 ※ｱﾏ 山崎　　健 ※ｱﾏ 飯島　宏二 ※ｱﾏ 岡村　健一

28 チーム･オレンジボウラーズ ※ｱﾏ 板倉　　満 ※ｱﾏ 竹内　秀昭 ※ｱﾏ 林　　達也 ※ｱﾏ 大林　　稔

29 北谷ボウル ※ｱﾏ 登川　雄一 ※ｱﾏ 砂川　允志 ※ｱﾏ 新里　翔悟 ※ｱﾏ 新里　将太

30 桜デフ チーム ※ｱﾏ 細川　賢治 ※ｱﾏ 細川　禎仁 ※ｱﾏ 上野　勝己 ※ｱﾏ 馬留　久志

31 ピース ＆ エース ※ｱﾏ 田上　貴士 ※ｱﾏ 川畑　亨弘 ※ｱﾏ 網本　幸次 ※ｱﾏ 廣岡　正博

32 ヴィクトリー ※ｱﾏ 落合　敏和 ※ｱﾏ 中川　浩一 ※ｱﾏ 寺西　　剛 ※ｱﾏ 永嶋　堅一

33 働き者と遊び人 ※ｱﾏ 川上　　諒 ※ｱﾏ 黒木　和哉 ※ｱﾏ 斎藤　祐太 ※ｱﾏ 田中　椋也

34 ＳＤアマーズ ※ｱﾏ 仁田　勝一 ※ｱﾏ 寺下　晃幸 ※ｱﾏ 寺下　隆行 ※ｱﾏ 江川　　司

35 セブンテンズ １チーム ※ｱﾏ 高塚　尊宗 ※ｱﾏ 藤本　裕史 ※ｱﾏ 奥谷　能庸 ※ｱﾏ 森　　寿雄

男子出場チームリスト

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

◎アマチュアのみのチーム（男子）　※出場確定
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

※男子出場枠が200チーム→208チームに増えたため、アマチュアチーム申し込み先着

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※出場確定チームはエントリーフィーを下記期限までにご入金下さい。

入金期限：９月２３日（金）まで

　 ３５チームまで出場確定です。



  【ご案内】

男子出場チームリスト

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

※男子出場枠が200チーム→208チームに増えたため、アマチュアチーム申し込み先着

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※出場確定チームはエントリーフィーを下記期限までにご入金下さい。

入金期限：９月２３日（金）まで

　 ３５チームまで出場確定です。

ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞ

Ｎｏ．

Ｗ１ セブンテンズ ２チーム ※ｱﾏ 田村　達也 ※ｱﾏ 大石　和史 ※ｱﾏ 倉橋　大樹 ※ｱﾏ 船木　　準

Ｗ２ B-Ⅱ・MOTOYAMA ※ｱﾏ 佐々木　陸 ※ｱﾏ 鈴木　　勝 ※ｱﾏ 木下　敬造 ※ｱﾏ 服部　昭博

Ｗ３ あっ！クマのささやき ※ｱﾏ 我妻　孝勇 ※ｱﾏ 大蔵　将利 ※ｱﾏ 福島　雄一 ※ｱﾏ 安川　義弘

Ｗ４ ＡＳＯＢＩＸ ※ｱﾏ 高木　裕太 ※ｱﾏ 加藤　勇紀 ※ｱﾏ 山口　浩平 ※ｱﾏ 梅田　久徳

Ｗ５ スリーナイン ※ｱﾏ 田原　寛貴 ※ｱﾏ 飯塚　幹幸 ※ｱﾏ 塚田　宏典 ※ｱﾏ 武井　弘司

Ｗ６ ＪＡＳＨ ※ｱﾏ 廣岡　　淳 ※ｱﾏ 舩戸　祐一 ※ｱﾏ 種尾　智徳 ※ｱﾏ 辻　　拓也

Ｗ７ チーム 笑 ※ｱﾏ 大見川研二 ※ｱﾏ 東　　賢一 ※ｱﾏ 横井　淳司 ※ｱﾏ 山崎　政治

Ｗ８ スポルト福岡 ※ｱﾏ 間　　健一 ※ｱﾏ 城戸　浩典 ※ｱﾏ 末次　　学 ※ｱﾏ 松本　純一

Ｗ９ ＡＤ－１ ※ｱﾏ 馬場　新二 ※ｱﾏ 平田　勝利 ※ｱﾏ 山本　哲也 ※ｱﾏ 尾上　克司

氏名④チーム名 氏名① 氏名② 氏名③

◎アマチュアチーム（男子）ウェイティング ※キャンセル待ち

※出場確定チーム以外（下記９チーム）はウェイティング（キャンセル待ち）となります。



  【ご案内】

受付 ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ

Ｎｏ． No. No. No. No.

1 ｃｈａｎｇｅ ｏｆ ｌｉｆｅ ２ ※ｱﾏ 花形　千恵 221 近藤　文美 ※ｱﾏ 小林　京子 225 河合　珠美

2 タイトル２（アマ） ※ｱﾏ 水谷　若菜 475 舟本　　舞 ※ｱﾏ 坂倉　　凜 515 坂倉にいな

3 おかーさんと一緒♡ 422 亀井　智美 ※ｱﾏ 堀江　　梓 ※ｱﾏ 山中　郁子 419 関根　直子

4 くりりん総監督 ※ｱﾏ 川島ゆりこ 371 藤田　麻衣 ※ｱﾏ 青鹿　丘枝 467 白石　順子

5 １０７７♡ ※ｱﾏ 永井　恵子 452 生方千登勢 ※ｱﾏ 榮野川志穂 530 飯田　菜々

6 ハート４ ＡＢＳ ※ｱﾏ 上口　昭代 132 小磯　尚美 ※ｱﾏ 渡部　純子 91 小野日出朱

7 真裕実ファンクラブ(笑) ※ｱﾏ 箕輪　加奈 523 内藤真裕実 ※ｱﾏ 関矢　直美 494 桑藤　美樹

8 Ｔｅａｍ Ｑｕｅｅｎ 384 松永　裕美 ※ｱﾏ 木村　真理 525 宇山　侑花 ※ｱﾏ 渡邊　美和

9 大山美子(笑) ※ｱﾏ 宮原　美乃 555 大坪菜摘美 ※ｱﾏ 柴富　輝子 498 山田　弥佳

10 ＰＲＯＭＩＳＥ☆ 556 澤田　春花 ※ｱﾏ 香川　　楓 552 船山ビアンカ ※ｱﾏ 鈴木のり子

11 ＬＯＶＥ☆ 210 福井　清美 ※ｱﾏ 石橋　理加 ※ｱﾏ 桐　茉由美 ※ｱﾏ 堂山左千子

12 舞妓はん ※ｱﾏ 山崎喜代美 ※ｱﾏ 菅森　則子 ※ｱﾏ 宮村由紀子 503 北田　舞子

13 ＭＭＭＣ ※ｱﾏ 早川　知里 298 松岡美穂子 ※ｱﾏ 西村　美紀 341 吉野　　操

14 コツコツ ＧＯ！ 459 森田　和紀 ※ｱﾏ 坂谷内清美 ※ｱﾏ 岩下まゆみ 223 長縄多禧子

15 不思議の国の魔女たち ※ｱﾏ 内藤ひろみ ※ｱﾏ 鈴木　彰子 ※ｱﾏ 高橋　尚代 303 久保田法美

16 ＦＫＹＡ 516 村山　文佳 ※ｱﾏ 志田　啓子 ※ｱﾏ 斉藤　陽子 445 鈴木　亜季

17 ピン×バスターズ ※ｱﾏ 西野　久枝 339 田中　初美 333 斉藤　悦子 ※ｱﾏ 大島　晶子

18 ＢＴＯＢ♡ＬＯＶＥ 497 小泉奈津美 ※ｱﾏ 高橋　美沙 ※ｱﾏ 吉田　祐香 268 酒井　美佳

19 アイビー娘 514 小久保実希 ※ｱﾏ 内山　恵美 ※ｱﾏ 秋光美保子 521 秋光　　楓

20 ＳＡＭＹ ※ｱﾏ 森田　里子 433 荻窪　美咲 ※ｱﾏ 柳生　裕子 269 加藤　敦子

21 カトちゃんチーム 161 加藤八千代 ※ｱﾏ 佐藤　祐子 ※ｱﾏ 中村　洋子 190 小須田礼子

22 ｎｉｃｅ ♡ ｂｏｄｙ ※ｱﾏ 山中すみ江 412 佐藤　多美 ※ｱﾏ 三浦由起子 520 三浦　美里

23 ｔｗｉｎｋｌｅ ｓｔａｒ ※ｱﾏ 水脇　和美 511 奥野　　栄 ※ｱﾏ 星野真由美 546 星野　恵梨

24 ファンタスティック･フォー 547 岡本　明菜 ※ｱﾏ 飯田千恵子 ※ｱﾏ 松永　華穂 ※ｱﾏ 内貴　　優

25 ＳＩＳＴＥＲＳ♡ ※ｱﾏ 小池　　渚 542 小池　沙紀 ※ｱﾏ 秋山　未来 549 秋山　希望

26 Ｉ ♡ ＳＹＴ チーム 554 池畑　千穂 ※ｱﾏ 丹治　由紀 548 清水　千恵 ※ｱﾏ 山之内　愛

27 スポルト飯能女子組 ※ｱﾏ 井村　龍子 ※ｱﾏ 田中ちや子 ※ｱﾏ 小林うた子 307 岡田　郁子

28 ＳＤレディース ※ｱﾏ 了舟さゆり 550 田代　小夏 ※ｱﾏ 齊藤　佳奈 507 寺下　智香

29 ＰＳＰ ※ｱﾏ 戸谷偉津子 415 新川裕充子 ※ｱﾏ 河村　順子 373 山下　貴子

30 とまたん♡ 399 村田　和子 ※ｱﾏ 田吹　　薫 ※ｱﾏ 奥野　晴美 ※ｱﾏ 森尾　真理

31 Ｏ☆Ｎ☆Ｔ☆Ｍ ※ｱﾏ 太田　晴香 440 仲谷　和世 ※ｱﾏ 田村　千紘 428 森本　由希

32 Team るみーな 522 遠藤　未菜 ※ｱﾏ 平野　智美 ※ｱﾏ 中村　華世 509 前屋　瑠美

33 東海レディース ※ｱﾏ 西村沙池子 382 中野　洋子 ※ｱﾏ 中川みち子 301 臼井　晶香

34 穂香と千里と敷水奈智美 302 敷水恵美子 ※ｱﾏ 八木　穂香 ※ｱﾏ 野中　千里 372 板倉奈智美

35 稲ちゃん's ※ｱﾏ 小野せりな 142 稲橋　和枝 ※ｱﾏ 八木　照代 386 北條真紀子

36 Happiness Charge ♡ ※ｱﾏ 濱田真由美 508 若田　彩実 ※ｱﾏ 高澤　智子 361 植竹　幸子

チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

◎プロが含まれるチーム（女子） ※出場確定

入金期限：９月２３日（金）まで

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

※女子出場枠が100チーム→104チームに増えたため、申し込まれたプロチームは出場確定です。

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※エントリーフィーは、下記期限までにご入金下さい。

女子出場チームリスト



  【ご案内】

受付 ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ

Ｎｏ． No. No. No. No.
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

◎プロが含まれるチーム（女子） ※出場確定

入金期限：９月２３日（金）まで

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

※女子出場枠が100チーム→104チームに増えたため、申し込まれたプロチームは出場確定です。

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※エントリーフィーは、下記期限までにご入金下さい。

女子出場チームリスト

37 おかえり､文乃さん!もう帰らないで(笑) 528 浅田　梨奈 ※ｱﾏ 今井　双葉 ※ｱﾏ 佐藤　徳子 464 片井　文乃

38 Ｓ.Ｕ.Ｈ.Ｍ ※ｱﾏ 住田さおり 379 上田　孝子 ※ｱﾏ 林　　光沙 335 森　　ルミ

39 ｅｎｊｏｙ!! ※ｱﾏ 大川千奈都 330 川口富美恵 ※ｱﾏ 木村　優子 465 進　　博美

40 ｔｅａｍ ドＳ 529 坂本詩緖里 ※ｱﾏ 坂本　桃夏 534 大仲　純怜 ※ｱﾏ 澤田　久恵

41 キャンセル

42 はなママフレンド ※ｱﾏ 北山　暢子 ※ｱﾏ 鈴木　珠美 ※ｱﾏ 石倉　米子 434 大塚　美香

43 Ａ ＆ Ｋ３ 469 安藤　　瞳 ※ｱﾏ 河村　明子 437 鬼頭　徐美 ※ｱﾏ 桐生由紀子

44 Ｆｏｕｒ★Ｒ ※ｱﾏ 小野　瑞歩 203 松本　妃永 ※ｱﾏ 原　　邦子 275 愛甲　恵子

45 キャラメルリボン ※ｱﾏ 都築　里美 484 松下　聖子 ※ｱﾏ 石川　和代 260 鈴木　　忍

46 咲和雅桂組 ※ｱﾏ 森　　咲江 ※ｱﾏ 大野　和恵 ※ｱﾏ 小室　雅美 360 永田　　桂

47 ☆tom boy☆ 543 松尾　星伽 ※ｱﾏ 片伯部友紀 ※ｱﾏ 津澤　久美 470 小林よしみ

48 どてＰ'ｓ ※ｱﾏ 渋谷　樹子 489 堀井　千恵 ※ｱﾏ 石野　久代 ※ｱﾏ 堀井　晶子

49 ＫＫＫＭ 456 黒田　知子 ※ｱﾏ 川島　三鈴 ※ｱﾏ 川口　　泉 451 望月　理江

50 ♡アプローチのハニー♡ 517 本間　成美 ※ｱﾏ 江田　恵理 ※ｱﾏ 松浦沙綾香 518 浦　麻紗実

51 七転び八起き ※ｱﾏ 須山　友美 539 長野　志穂 ※ｱﾏ 徳満　英美 538 髙　　和美

52 ジェシー ピンクマン ※ｱﾏ 加藤　菜緒 449 宮城　鈴菜 ※ｱﾏ 榊原　元子 389 谷川　章子

53 レジャラン女子 474 加瀬　一美 ※ｱﾏ 深瀬　美夏 ※ｱﾏ 松木　千春 ※ｱﾏ 薬袋　直子

54 Ｔｅａｍ どっこいしょ ※ｱﾏ 今井　靖香 262 澤田　玉美 ※ｱﾏ 西村　美幸 196 溝渕　秀美

55 美・アモ～～レ ※ｱﾏ 藤原千鶴加 504 川舩　愛美 ※ｱﾏ 曲渕麻里花 407 アリス曲渕

56 Ｔ－ＲＥＸ ♡ 219 西村　光代 ※ｱﾏ 亀本亜矢子 ※ｱﾏ 星野　圭子 390 河上　未希

57 キャイ～ン ※ｱﾏ 山口友姫菜 337 前田美津代 ※ｱﾏ 山口小菜美 293 天野永美子

58 ちぃちゃん 300 杉田知意子 ※ｱﾏ 廣瀬　美紗 290 松尾　紗妃 ※ｱﾏ 赤嶺　由美

59 パーク ビックス ※ｱﾏ 鬼防　希海 365 名和　　秋 ※ｱﾏ 水谷　秋穂 364 丹羽由香梨

60 Team Natural The Final ※ｱﾏ 庭月野　恵 274 豊田結花里 ※ｱﾏ 内藤智賀子 476 堀内　　綾

61 みっちゃんと３びきのこぶた いぇーい！ ※ｱﾏ 大久保咲桜 194 松井八知栄 ※ｱﾏ 平林　素子 173 時本美津子

62 湘南ゴージャスヤンキー＆マダム ※ｱﾏ 吉川　真弓 409 吉川　朋絵 ※ｱﾏ 芳賀裕美子 496 櫻井　麻美

63 K.O.T.S 200 加門　満代 ※ｱﾏ 奥田　敦子 ※ｱﾏ 宿谷　貴子 143 鶴岡みさ子

64 なんちゃって親子 438 香田　幸子 ※ｱﾏ 松本　君代 526 久保田彩花 ※ｱﾏ 平　ななみ

65 イニシャル Ｋ ♡ ※ｱﾏ 初見歌奈子 258 川崎八千代 284 金城　愛乃 ※ｱﾏ 石川　勝美

66 ♡tom boy♡ ※ｱﾏ 小石　雪月 478 小林あゆみ ※ｱﾏ 渡邉　瑠花 545 大嶋　有香

67 NO MORE DREAM ※ｱﾏ 佐藤　結可 ※ｱﾏ 佐藤　愛美 ※ｱﾏ 鈴木妃登美 277 太田　美紀

68 ダイナミック ジェンヌ 408 西村　美紀 ※ｱﾏ 西村　孝美 ※ｱﾏ 保木　絵理 352 姫路　　麗

69 UP Rising  ボウリング部 488 渡辺けあき ※ｱﾏ 浦野　未瑚 ※ｱﾏ 菊池　彩夏 532 矢野　朋代

70 ♡勝ち気な女神たち♡ ※ｱﾏ 吉田由美子 493 櫻井眞利子 ※ｱﾏ 照屋めぐみ 490 大根谷　愛

71 TEAM ★ お･ま･か･せ 211 加古三千世 ※ｱﾏ 中上佐代子 153 曽束　英子 ※ｱﾏ 田村　典子

72 ＹＮ．ＡＮ 179 山本由美子 ※ｱﾏ 西　　文子 ※ｱﾏ 青柳　孝子 82 河崎　憲子



  【ご案内】

受付 ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ ﾗｲｾﾝｽ

Ｎｏ． No. No. No. No.
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

◎プロが含まれるチーム（女子） ※出場確定

入金期限：９月２３日（金）まで

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

※女子出場枠が100チーム→104チームに増えたため、申し込まれたプロチームは出場確定です。

　　　※シフト決定は、希望シフトを基に実行委員会で行い、決定後各チームの代表者宛にご連絡致します。

　　　※エントリーフィーは、下記期限までにご入金下さい。

女子出場チームリスト

73 やるときゃやるよ！1107達 450 佐藤まさみ ※ｱﾏ 小林　紗英 359 佐藤　美香 ※ｱﾏ 高橋　美穂

74 チビとゆかいな仲間たち ※ｱﾏ 佐野　智美 ※ｱﾏ 庄司利恵子 ※ｱﾏ 大月　真美 385 大月　由香

75 ♡オハナマハロ♡ ※ｱﾏ 菊地　　優 ※ｱﾏ 菊地　明美 ※ｱﾏ 井上　昌美 482 菊地　　葵

76 ＫＯＫＡ ※ｱﾏ 是安　浩子 232 小野利美子 ※ｱﾏ 鍵本　佳香 247 浅田　裕子

77 チーム亜南 ※ｱﾏ 小林　ゆみ ※ｱﾏ 松本　広美 ※ｱﾏ 本橋　優美 513 鶴井　亜南

78 Team HAPPY 541 長尾　朱里 ※ｱﾏ 前土佐　澪 ※ｱﾏ 酒井　　愛 524 山田　　幸

79 S♡UND GIRLS 537 岩見　彩乃 ※ｱﾏ 坪井　美樹 ※ｱﾏ 尾上　萌楓 533 川﨑　由意

80 ザ・フレンズ ※ｱﾏ 溝川　和幸 15 長原　京子 ※ｱﾏ 兼岡　幸美 64 斉藤志乃ぶ

81 なんくるないさ～！ ※ｱﾏ 川上めぐみ 551 西澤　琴子 ※ｱﾏ 山能　真弓 510 玉城　妙子

82 ☆NAKA-YOSHI☆ ※ｱﾏ 夏目　美和 320 吉田真由美 ※ｱﾏ 塩田真由美 289 中谷　優子

83 まいっちんぐ恭子先生 455 中村　美月 ※ｱﾏ 岡田　友貴 ※ｱﾏ 北村　恭子 369 堂元　美佐

84 ぶろっぴ～ 536 殿井ニラワティ ※ｱﾏ 鷹箸　志帆 479 南条　恵美 ※ｱﾏ 宮沢美枝子

85 POISON ※ｱﾏ 倉持美由紀 421 人見　幸子 ※ｱﾏ 國本ひとみ 297 座間　美子

86 team SUNNY's 544 坂本　かや ※ｱﾏ 中村　裕美 ※ｱﾏ 鎌田　雅美 480 竹原　三貴

87 Ｔｅａｍ ＥＸＥＮＯ ※ｱﾏ 郡司加代子 273 翁　美津子 ※ｱﾏ 河東　嘉子 253 岡田　貴美

88 ピンクハーツ ※ｱﾏ 岩波　弥生 ※ｱﾏ 吉田ちづこ ※ｱﾏ 砂川　絹子 281 斎藤美由紀

89 ♡365日毎日ファンタジスタ♡ 463 岸田　有加 ※ｱﾏ 田村　　唯 ※ｱﾏ 草野　恵子 444 鈴木　理沙

90 フォースの覚醒 ※ｱﾏ 平野亜紗実 499 本間由佳梨 ※ｱﾏ 小沼　　姫 487 大石　奈緒

91 T × SPORTS 540 倉田　　萌 ※ｱﾏ 倉田　　結 527 阪本　　彩 ※ｱﾏ 阪本　和江

92 廣﨑彩子チーム ※ｱﾏ 大橋　亜希 ※ｱﾏ 日置美保子 ※ｱﾏ 尾﨑　涼子 500 廣﨑　彩子

93 ＹＭＹＳ ※ｱﾏ 河野　悠佳 ※ｱﾏ 永井萌々香 ※ｱﾏ 永松　由衣 506 古田　翔子

94 半熟天然娘。 ※ｱﾏ 鬼塚　優子 431 野瀬　千春 ※ｱﾏ 片岡　亜紀 429 森　彩奈江



  【ご案内】
◎アマチュアのみのチーム

受付
Ｎｏ．

1 きぃちゃんず ※ｱﾏ 山﨑　　京 ※ｱﾏ 山本　菜由 ※ｱﾏ 川口　紗希 ※ｱﾏ 川口　茉紀

2 歳の差☆４８ ※ｱﾏ 中島　瑞葵 ※ｱﾏ 齊藤　祐香 ※ｱﾏ 塚崎　詞子 ※ｱﾏ 麻生　哲子

3 Ｌｅｔ’ｓ ｅｎｊｏｙ ※ｱﾏ 番野真奈美 ※ｱﾏ 生駒　千鶴 ※ｱﾏ 稲葉みち子 ※ｱﾏ 鈴木　　緑

4 北海道クラシッククラブ道東支部 ※ｱﾏ 松浦　一美 ※ｱﾏ 植松　邦江 ※ｱﾏ 松本　文恵 ※ｱﾏ 福士　圭子

5 ＧＮ ＭＩＸ ※ｱﾏ 川村友美子 ※ｱﾏ 筒井　美紀 ※ｱﾏ 渡邊　幸子 ※ｱﾏ 今村　陽子

6 最恐★シバッスル ※ｱﾏ 高橋　弘美 ※ｱﾏ 松川由美子 ※ｱﾏ 新西　智子 ※ｱﾏ 伊藤　美絵

7 美・微・火魔女チーム ※ｱﾏ 菊地　教子 ※ｱﾏ 矢島　敏子 ※ｱﾏ 林　　明美 ※ｱﾏ 木村　嘉代

8 愛知がんばる女の子 ※ｱﾏ 近藤　菜帆 ※ｱﾏ 岩元美咲希 ※ｱﾏ 山田悠畝奈 ※ｱﾏ 戸塚　眞由

9 かっモンＧＯ！ ※ｱﾏ 井上理律子 ※ｱﾏ 川崎さとみ ※ｱﾏ 東出　泰子 ※ｱﾏ 滝沢　靖子

10 キャッツフォー ※ｱﾏ 植松里江子 ※ｱﾏ 高橋　栄子 ※ｱﾏ 今村　りさ ※ｱﾏ 佐野　玲子

11 なしょーかだい ※ｱﾏ 原田菜津実 ※ｱﾏ 石本　美来 ※ｱﾏ 霜出　佳奈 ※ｱﾏ 竹川ひかる

第３９回ジャパンオープンボウリング選手権

◎アマチュアのみのチーム（女子）
チーム名 氏名① 氏名② 氏名③ 氏名④

女子出場チームリスト

申込み下記１１チームは出場確定です。エントリーフィーの入金を下記期限までにお願いします。

入金期限：９月２３日（金）まで


