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参加団体・監督・選手数 
No. 地区 連盟名 監督 専・兼 参加チーム 参加人数 補欠 

1 北海道 北海道 水上  悟 兼任 １ ５  

2 東 北 山形県 佐藤  智 兼任 ２ １０ １ 

3 

関 東 

埼玉県 吉田由美子 兼任 ３ １５  

4 東京都 田中 一成 兼任 ６ ３０ ２ 

5 神奈川県 柳原  聡 兼任 １ ５  

6 
北信越 

長野県 両角 英樹 兼任 １ ５  

7 石川県 西嶋 幸斗 兼任 ２ １０  

8 

東 海 

静岡県 土屋 伸幸 兼任 １ ５  

9 愛知県 鷹羽  孝 兼任 １１ ５５ ２ 

10 三重県 柳川 穂波 兼任 ３ １５ １ 

11 岐阜県 佐藤 知美 専任 １ ５  

12 

近 畿 

滋賀県 島本 昭宏 兼任 １ ５ １ 

13 京都府 奥  享子 兼任 ６ ３０ ３ 

14 大阪府 武本 真明 兼任 ６ ３０ １ 

15 兵庫県 白方 宏宜 兼任 ３ １５ ２ 

16 和歌山県 山口 厚司 兼任 ２ １０  

17 
中 国 

岡山県 下口真一郎 専任 ３ １５  

18 山口県 鬼村 雅和 兼任 ２ １０  

19 

九 州 

福岡県 升水 祐介 兼任 １ ５  

20 佐賀県 北出 紀子 専任 １ ５  

21 長崎県 本田 博次 兼任 １ ５  

22  学生連合 林  伸治 専任 1 ５  

合  計 ５９ ２９５ １４ 

   



奇数１投⽬ HC 奇数２投⽬ HC 補⽋ HC

偶数１投⽬ HC 偶数２投⽬ HC 偶数３投⽬ HC

⼩林 豊 紺⾕ 涼太

五⼗嵐 勇樹 野⼝ 佳孝 ⽔上 悟 10

松⽥ 秀樹 坂本 圭 5

河野 貴⾳ 15 ⼯藤 孝⼀ 5 後藤 信幸 5

神林 和⼦ 25 ⼤⼭ ⼆郎 10 松沢 司 5

鈴⽊ 清久 15 佐藤 智 10 越後 重哉 5

坪井 美樹 15 荒川 沙⾥ 15

吉⽥由美⼦ 25 荻野 俊規 ⼊江 健太

五⽉⼥瑛太 佐藤 拓也 5

滝沢 靖⼦ 25 ⼩林 秀光 15 ⼭本 ⼤輔

井沼 貴裕 中根 聖吾 髙橋悠太朗

秋元 優志 今北 侑吾

松野 琴美 20 鈴⽊ 彪雅

富永 達郎 井上⿓太朗 古畑 和輝

森野 丈栄 ⼩⾒渕典⼦ 25 森野 華世 15

松原  聡 10 鈴⽊ 成之 10 富⼭ 幸雄 15

荒井 義之 5 ⾚津 ⼀幸 10

佐古健太郎 ⾼橋  陸 清⽔ ⼤地

照⼭ 莉央 15 中島 梨沙 15

宮嵜 義弘 新穂 隼⼈ ⼋鍬 良太

新倉 千秋 15 新倉 拓郎

柴⼭ ⻯吾 ⽥中 ⼀成 アダム  カウフマン 10

⼭下佳世⼦ 25 ⼤⼾  奏 ⼤⼾  健

植⽊ 詠章 ⾼橋 亜⼦ 15 積⽥ 蒼⽣

太⽥ 千恵 20 岩本 雄治 10

⽯⿊英⼆郎 10 和⽥  司 10 柳原  聡 5

⼩林 深志 10 ⼩林 瑞恵 25

両⾓ 英樹 5 ⽚倉 光⼦ 30 松森 正雄 10

吉⽥ ⿓世 ⼭本 太陽

松下  惠 15 ⽶⽥ 有希 15 ⻄嶋 幸⽃

中川 達也 深⽥ 幹基

旭  真吾 ⻄村 隆政 10 前⽥ 知⼀ 10

⾺島 義和 10 ⼟屋 伸幸

渡辺 裕之 ⼭本  将 ⽊村亜沙⼦ 15

岡⽥ 有翔 桑原 達也

⽝飼 健志 ⼭⽥裕太郎 ⼩泉 和也

近藤  菜帆 15 ⼊江  輝

鷹⽻  孝 10 ⼭本 ⼀俊 5 ⽊村 謙太

原  理⼈ 清⽔  武

⼤笹 裕豊 ⻄川 仁⼤ 佐藤 宇宙

第５０回 全⽇本クラブ対抗ボウリング 選⼿権⼤会
参加選⼿名簿

北海道 厚別クラブ

連盟 チ ー ム 名

⼭形県 ＳＳＣクラブ

⼭形県 鶴岡ヤマテクラブ

埼⽟県 川⼝スプリングレーンズクラブ

埼⽟県 草加クラブ

東京都 世⽥⾕オークラクラブ

埼⽟県 さいたまクラブ

東京都 港クラブ

東京都 ⼤⽥クラブ

東京都 中野クラブ

東京都 ⽴川スターレーンクラブ

神奈川県 神奈中平塚ボウルクラブ

東京都 東⼤和グランドボウルクラブ

⽯川県 ラウンドワン⾦沢クラブ

⻑野県 スポルト岡⾕クラブ

静岡県 御殿場パークレーンズクラブ

⽯川県 百万⽯リゾートレーンクラブ

愛知県 名古屋グランドクラブA

愛知県 東名クラブ

愛知県 カニエクラブA



奇数１投⽬ HC 奇数２投⽬ HC 補⽋ HC

偶数１投⽬ HC 偶数２投⽬ HC 偶数３投⽬ HC
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参加選⼿名簿

連盟 チ ー ム 名

中村 唯⼈ ⾚松  葵 15

橋⾕慎太郎 ⼭岸 ⼤悟 ⽔⾕ 秋穂 15

旭  賢司 10 加⽥ 靖博 5 堀  蔵太 5

北⽅ 淳幸 10 ⼩坂 達也 10 椎野 秀樹

早川 美加 20 徳永 幸⼀ 10 横⼭  智 10

太⽥ 侑⼀ 今井 佳⼦ 20 川⼝ 浩樹 5

鈴⽊のり⼦ 20 酒井  愛 15

⾕野  久 10 酒井 孝司 5 ⼩幡 章夫 10

髙本 聖菜 15 渋⾕ 祐也 5

花井千久佐 25 ⽥中  亨 10 ⼭内 博之 5

及川 翔平 ⾼⽊ 雄勢

⽥⼝ 智博 ⽇置 海⽃ 椎野 健太

⼩島  真 10 ⼿島  登 5

森井 裕⼦ 25 ⼤⼭ 秋夫 10 渡辺  覚 10

佐藤 徳⼦ 25 ⼭崎喜代美 25

⼤野 和恵 30 澤⽊ 美乃 20 森  咲江 20

永井裕乃進 加藤 勇紀 柳川 穂波 25

⼊江菜々美 15 堀⽥ 恵⼦ 15 鍋良 卓哉 5

堤⼭  航 瀬⼾  翔

種瀬 楓華 15 伊東 将成 梅⽥ 久徳 10

岩井  強 梶⽥ひかる 15

⼭下功次郎 岩井 信城 菊池  彰

佐藤 ⻘空 15 森⽥ 茂樹

森⽥ 真実 15 森⽥ 剛志 服部 寛⼤

浦部 年男 5 ⼭本智恵美 25 島本 昭宏

中川みち⼦ 30 ⽵﨑 寿征 5 藤⽥ 忠志 10

越川 拓磨 内藤慎之介

森下 美紀 20 森下  結 15 森下  潤 5

吉川 伸⼀ 10 市川 正明 10

御藤 恭史 5 奥  享⼦ 25 平⽥ 直也

笹倉 鉄平 ⼭⽥ みわ 15 ⼭⽥  潤

⾼⾒ 敏之 5 澤野  澪 15 ⼭⼝ 直⽮

坂本真貴⼦ 20 ⾼⽥  勇 15 村上 功晃 10

円⼭ 和哉 平重 三吉 10 坂本 健治 5

藤原 輝紀 福⽥ 稜也

佐野 ⿇美 15 ⽥中 渚登 ⼤藪信太郎

古賀 ⼣希 15 ⻄⼭ 由美 15 中⾕ 眞⼆ 15

撫養凛太郎 萩原 伸哉 古賀 直充

⻄牟⽥晃平 松⽥ 健吾

⽔野 紘⼤ 吉⽥  勝 10 濱⽥ 常男 15

愛知県 カニエクラブB

愛知県 サンボウルクラブ

愛知県 スポルト名古屋クラブA

愛知県 名古屋グランドクラブ Ｂ

愛知県 尾張東クラブ

愛知県 美⿃⾥クラブ

愛知県 名古屋⼯業⾼等学校

三重県 桑名クラブ

愛知県 スポルト名古屋クラブB

三重県 伊賀忍クラブ

三重県 鈴⿅グランドクラブ

滋賀県 湖南クラブ

岐⾩県 ⽩⿃クラブ

京都府 ⽥辺⼀休クラブ

京都府 船井クラブＡ

京都府 船井クラブＢ

京都府 伏⾒クラブ

京都府 ⾐笠クラブ

京都府 洛陽総合⾼等学校

⼤阪府 エックスクラブ



奇数１投⽬ HC 奇数２投⽬ HC 補⽋ HC

偶数１投⽬ HC 偶数２投⽬ HC 偶数３投⽬ HC
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参加選⼿名簿

連盟 チ ー ム 名

篠原 琢也 中野 敏明 10 ⼭本 恭司 10

⽥村  翼 藤⽥ 美空 15 ⼭本 崇之

上松 正幸 5 三輪⾕安弘 10

妹背 聡海 ⽩濱 ⼤夢 岸⽥ 健佑
浦⼝ 健⼀ 堤  祐樹

武本 真明 中野 ⿇希 15 村野 渉吏
川宿⽥ 遼 澤⽥ 信吾

岡村 捺稀 15 松本 千秋 25 新⼭ 信⼆ 10

尾形 俊亮 ⼩野 秀次

稲上 智之 ⽯本恵梨奈 15 ⿑藤 正浩

橋本  敏 15 村上喜代治 10 宮浦 純⼀ 10

堂元 裕信 10 仲植 広宣 10 仲植 誠真

塩⼝ 雅枝 35 藪内 賢⼀ 15 上村 広⼀ 15

⾼橋 颯太 ⽴花 尚貴 ⽴花 仁貴

甲⼭ 克久 15 藤本美喜夫 15

⽩⽅ 宏宜 岸⽥ 直樹 難波 ⼀夫 5

⻄⽥ ⼀善 15 渡邉 玲史
伊勢川華愛 15 ⼭本 栞那 15 川⼝ 尚美 20

⾦⾕ 佳哉 5 ⼭⼝ 厚司 10

⼭本 菜由 15 ⼭﨑  京 15 川⼝ 茉紀 15

⼤井 典⼦ 25 北村 巧眞 10

⼤曽根謹介 10 林 美也⼦ 20 奥⼭ 新吾 10

吉川  浩 5 藤井 進介 10

川上 智道 飯野 順平 荒兼 広平
牧  哲也 中島 英雄 10

吉冨 孔悌 松本 ⼀朗 5 万代 美帆 15

品川 圭佑 今村 蒼太

宮内 利夫 10 作間 恵太 宮野 史隆 5

藤本 妃⾼ 15 ⼭⽥ 涼夏 15

佐野裕葵⽮ 林   静恵 25 ⻤村 雅和

升⽔ 祐介 四宮 佑規

樋⼝ 幹⼈ ⼭川  誠 10 ⼤賀 保⽂ 10

吉村 澄栄 20 吉村 勝寿 10

笠原 裕奈 15 北古賀孝夫 5 村濱 裕紀

吉⽥ 可以 本⽥ 博次 15

福満  亮 ⼩⼭ 愁⽃ 執⾏ 洸児
髙野 稜也 ⽶⼭ 侑花 15 岩元美咲希 15

⼭⽥ 裕汰 平岩 海⽃ ⼭下 琢朗

⼤阪府 フタバクラブ

⼤阪府 関⼤前FUTABAクラブＡ

⼤阪府 岸和⽥クラブ

⼤阪府 ダイドークラブ

⼤阪府 関⼤前FUTABAクラブＢ

兵庫県 伊丹クラブ

和歌⼭県 和歌⼭グランドボウルクラブＡ

兵庫県 ⻄脇クラブ

佐賀県 佐賀クラブ

和歌⼭県 和歌⼭グランドボウルクラブＢ

⼭⼝県 下関ロイヤルクラブ

⼭⼝県 宇部クラブ

福岡県 パピオボウルクラブ

岡⼭県 サンフラワーボウルクラブ

岡⼭県 アミパラボウルクラブ

岡⼭県 コーシンボウルクラブ

学⽣連合 名古屋産業⼤学

⻑崎県 SUNクラブ

兵庫県 ⻄宮クラブ


