
 第 51 回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会 
 

１４ 

参加チーム・選手名簿 A 組① 
 

 

 

  

第１投球者 HC 第２投球者 HC 第３投球者 HC

第４投球者 HC 第５投球者 HC 補欠 HC

吉田　勝弘 15 栗林　結衣 15 高橋　輝和 10

久慈　順子 30 小野寺亮太

菅原　俊彦 森谷　　敏 佐々木達也

尾形　仁一 10 佐藤　宣達 10

工藤　孝一 5 河野　貴音 20 坂本　　圭 5

松田　秀樹 10 後藤　信幸 5

小川　諒也 松野　琴美 20 飯島　祥行

冨永　達郎 井上龍太朗

森野　華世 15 富山　幸雄 15 本多　裕典 10

成海　皇基 15 松原　　聡 10 安藤いく子 25

森野　丈栄 小原　央士 佐久間裕二

森野　清一 10 鈴木　成之 10 富山　幸美 35

大塚　鷹美 5 油井　拓也 赤津　一幸 10

山田　祥徳 高橋　　陸 荒井　義之 5

川島　葉子 20 川島　　徹 10 川南由紀男 10

工藤　涼太 三森　秀人 10

鈴木　サラ 15 和田　　司 10 石黒英二郎 10

太田　千恵 20 柳原　　聡 10

小林　深志 10 小林　瑞恵 25 加納　　葵 15

松森　正雄 10 両角　英樹 5

山本　太陽 吉田　龍生 中西　大地

東　　達也 西嶋　幸斗

山本　一俊 5 田中　　亨 10 入江　　輝

山内　博之 5 木村　謙太 鷹羽　　孝 10

北方　淳幸 10 椎野　健太 小坂　達也 10

椎野　秀樹 5 加田　靖博 5 花村　　直 10

森　　咲江 20 旭　　賢司 10 澤木　美乃 20

山崎喜代美 25 植松里江子 15 大野　和恵 30

犬飼　健志 岡田　有翔 桑原　達也

山田裕太郎 小泉　和也

酒井　孝司 5 山本　裕昭 鈴木のり子 20

酒井　　愛 15 小幡　章夫 10

入江菜々美 15 堀田　恵子 15 鍋良　卓哉 5

永井裕乃進 加藤　勇紀 柳川　穂波 25

森下　元喜 丸本佳一郎 種瀬　楓華 15

伊東　将成 梅田　久徳 10

坂本真貴子 20 平重　三吉 10 片岡　達也

坂本　健治 5 円山　和哉

所属 チーム名

船井クラブＢ京都府

盛岡スターレーンクラブ岩手県

宮城県 さくらクラブ

ヤマテクラブ

世田谷オークラクラブ

石川県

山形県

大田クラブＢ

港クラブＢ

TSUNASHIMAクラブ

神奈中平塚ボウルクラブ

スポルト岡谷クラブ

尾張東クラブ

桑名クラブ(三重)

鈴鹿グランドクラブ

愛知県

長野県

神奈川県

東京都

大田クラブＡ

ラウンドワン金沢クラブ

名古屋グランドクラブ

スポルト名古屋クラブＡ

スポルト名古屋クラブＢ

東名クラブ

三重県
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１５ 
 

参加チーム・選手名簿 A 組② 
 

 
第１投球者 HC 第２投球者 HC 第３投球者 HC

第４投球者 HC 第５投球者 HC 補欠 HC

仁科　友之 奥　　享子 25 御藤　恭史 5

平田　直也 市川　正明 10

松本　賢人 山本麻那美 15 秋山　孝司 10

池田真由美 25 芦田　利行 10

上松　正幸 10 森　　秀和 金納　眞路 15

前田　太成 三輪谷安弘 10

堀田　悠次 上芝　良子 30 房安　　宏 5

堀ノ江　聡 10 板垣昌一郎 東本　輝美 5

庭月野　恵 15 赤松　　実 5 藤林　華音 15

藤田　美空 15 武部　辰也 山本　崇之

尾辻　利章 10 尾辻　桂子 25 近藤ひろみ 15

福永　義昭 鈴木　脩平

安里　紗希 15 川口　尚美 25 川口　茉紀 15

金谷　佳哉 5 山口　厚司 10 西田　一善 15

大井　典子 25 北村　巧眞 15 林　美也子 20

大曽根謹介 15 奥山　新吾 10

浅野ちひろ 20 山口　葉子 25 長森　淳宏 5

藤井　睦文 5 佐藤　弘志 10

藤本　妃高 15 山田　涼夏 15 佐野裕葵矢

三浦　雅季 鬼村　雅和

若木香代子 20 重松　啓三 5 仙波　　猛 5

柴田　　論 5 木村　千代 20

斉藤　　勝 20 武知　孝昌 5 西村　俊男 5

友澤　千怜 15 安平　伸吉 10

奥野　結莉 15 浦丸　真生 15 吉村　勝寿 10

北古賀孝夫 5 村濱　裕紀

瀬戸　　翔 辻井　裕大 米山　侑花 15

岩元美咲希 15 大藪信太郎

千田　祐太 内野　　稔 前原虎太郎

佐藤　陽生 能呂　孔策

立花　和貴 西田　亮太 石川　巧真

谷口　　創 寺地　真輝

出嶋　正典 5 大嶋　浩一 10 知名　　光 15

西村あけみ 15 加地　敏浩 10

中川　美悠 15 松本歩奈美 15 小松　秀誠

石橋　利一 森田竜之助

岸本　涼太 川岸　寿久 小田　和希

前野　勇一 福山　博明 10 杉山　悠紀

川西クラブ

姫路クラブ

中央クラブ

佐賀クラブ

名古屋産業大学

アルゴクラブＡ

大阪府

京都府

兵庫県

サンフラワーボウルクラブ

ツモクボウリングクラブ

宇部クラブ

松山中央クラブ

田辺一休クラブ

福知山サンケイクラブ

岸和田クラブ

千葉商科大学

京都産業大学

学生連合

佐賀県

愛媛県

フタバクラブ

マグスミノエクラブ

和歌山グランドボウルクラブＡ

山口県

岡山県

和歌山県

キスケクラブ

所属 チーム名
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１６ 

参加チーム・選手名簿 B 組① 
 

 

 

  

第１投球者 HC 第２投球者 HC 第３投球者 HC

第４投球者 HC 第５投球者 HC 補欠 HC

小林　　豊 5 五十嵐勇樹 似内　和彦 10

野口　佳孝 紺谷　涼太

佐藤　　智 10 神林　和子 25 鈴木　清久 15

大山　二郎 10 越後　重哉 5 金村恵美子 20

高橋　宏輔 柳田　祐路 宮本　裕花 15

阿部　雄治 5 宮本　拓実

熊田菜奈海 15 廣岡　光希 丸山　瑛豊

丸山　健豊 丸山　晴行 5

新倉　拓郎 新倉　千秋 15 久保　謙吾 10

柴山　竜吾 鈴木　彪雅

熊沢　　颯 熊沢　　絆 宮嵜　義弘

照山　莉央 15 中島　梨沙 15 新穂　隼人

木内　大介 木村　　仁 中川　正直

清水　大地 佐古健太郎

高橋　亜子 15 積田　蒼生 小峰　翔太

山本　直樹 15 堀本　翔馬 高橋　実子 15

斎藤　祐太 笠原　直幸 5 菅野　沙織 15

菅野　紀夫 10 川田　正二

泉　　真也 10 前田恵里子 25 泉　　洋子 25

三浦　啓子 25 蔵野　博久 10

橋梅　広土 橋梅　令士 小林　奈央 15

佐藤　公紀 漆崎　寛朗

勝又　七夢 土屋　伸幸 渡辺　裕之 5

山本　　将 木村亜沙子 15

大笹　裕豊 原　　理人 清水　　武

西川　仁大 佐藤　宇宙

三宅　史高 赤松　　葵 15 山岸　大悟

中村　唯人 橋谷慎太郎

森井　裕子 25 久ヶ澤恵子 15 大山　秋夫 15

渡辺　　覚 10 手島　　登 5 小島　　真 10

林　　優輝 今枝　佑哉 園田　陽久 10

淀川　清登 10 大月　光浩

今井　佳子 20 徳永　幸一 10 早川　美加 20

川口　浩樹 5 横山　　智 10

岩井　　強 山下功次郎 佐山　天亮 5

岩井　信城 菊池　　彰

正村　貴昭 工藤　拓也 工藤　由佳 15

村瀬　大河 村瀬　大地
岐阜県 土岐クラブ

茨城県 取手クラブ

新狭山グランドボウルクラブ

中野サンプラザクラブ

立川スターレーンクラブ

港クラブＡ

埼玉県

所属 チーム名

御殿場パークレーンズクラブ

カニエクラブＡ

カニエクラブＢ

美鳥里クラブ

尾西クラブ

愛知県

静岡県

東大和グランドボウルクラブ

スポルト横須賀クラブ

石川県 レジャーランボウルクラブ

福井県 福井クラブ

神奈川県

東京都

サンボウルクラブ

忍クラブ三重県

山形県

北海道 厚別クラブ

ＳＳＣクラブ
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１７ 
 

参加チーム・選手名簿 B 組② 
 

 

  

第１投球者 HC 第２投球者 HC 第３投球者 HC

第４投球者 HC 第５投球者 HC 補欠 HC

藤原　智也 島本　昭宏 浦部　年男 5

竹﨑　寿征 5 藤田　忠志 10 澤田　典子 25

森下　　潤 10 森下　　結 15 森下　美紀 20

越川　拓磨 内藤慎之介

村田　優子 25 茨木　和男 10 西垣　　創

福田　延明 10 南村　武士 10

武本　真明 中野　麻希 15 堤　　祐樹

浦口　健一 村野　渉吏 村野　茂二 5

澤田　信吾 林　　雄亮 片山　大輔

本堂　方人 川宿田　遼

尚　健太郎 寺村　眞代 35 志摩　悠介

小田　数嘉 5 足立　光弘 10 小畠今日子 25

京井　朋子 20 林殿　明代 25 吉田智恵美 25

吉田　　勝 10 濱田　常男 15

伊勢川華愛 15 山本　栞那 15 山﨑　　京 15

山本　菜由 15 渡邉　玲史

吉川　　浩 10 藤井　進介 10 飯野　恭平

飯野　順平 荒兼　広平

波多　春市 10 門田　裕美 20 門田　　修 10

田辺　雅亨 10 尾熊　崚太

品川　圭佑 柳江　利章 10 宮内　利夫 10

今村　蒼太 坂本　雅宏

太田　香織 20 小田　智貴 矢野　大洋 5

河端　星樹 5 別府　俊和

松尾　妃奈 15 平山　真路 原　　浩二

橋本　邦生 田口　　潤 5

小原　隆之 中川　龍成 前田　一樹

緒方　嘉彦 5 中川　貴史 中川　晶子 20

川下　祐生 小松　侑誠 中尾　佑輝

木原　　陸 光崎　　脩

石岡　大空 須藤　真海 15 金濱　亮汰

石田　智輝 吉原　正明

石田　万音 15 淺川　啓大 小畠　将矢

小畠　　豊 竹内　隆司 15 水井手孝之 10

山地　正人 10 高橋　颯太 藪内　賢一 15

立花　仁貴 立花　尚貴 小川　三太 5

戸田　征宏 20 芝柳　迅人 森岡　一栄 15

冨田　　進 15 大西　智紀 5

灘三クラブ

西宮クラブ

神戸スカイクラブ

兵庫県

学生連合

熊本県

愛媛県

山口県

岡山県

長崎県 あじさいクラブ

熊本クラブ

岡山商科大学

青森中央学院大学

アミパラボウルクラブ

広島県 キャッスルボウル福山クラブ

下関ロイヤルクラブ

桑名クラブ(愛媛)

関大前FUTABAクラブＢ

アルゴクラブＢ

エックスクラブ

大阪府

京都府

湖南クラブ

船井クラブＡ

滋賀県

和歌山グランドボウルクラブＢ和歌山県

ＦＳＢＣクラブ

関大前FUTABAクラブＡ

所属 チーム名


