
予選Ａシフト指定レーン

ＬＡＮＥ

1

2

3 佐　藤　まさみ ＪＰＢＡ　Ｆ 土井川　千　恵 ミスズボウル

4 髙　田　浩　規 ＪＰＢＡ　Ｍ 三　浦　重　信 ミスズボウル 山　本　智　哉 広電ボウル

5 ステファニー・ビヤドール ＪＰＢＡ　Ｆ 武　部　公　英 特別招待アマチュア

6 本　田　博　照 ＪＰＢＡ　Ｍ 清　水　勝　正 呉マリンボウル 岡　崎　芳　樹 ミスズボウル

7 小　林　よしみ ＪＰＢＡ　Ｆ 高　橋　なつき 広電ボウル

8 石　橋　　　孝 ＪＰＢＡ　Ｍ 佐々木　　　崇 リネア２４ 高　橋　一　圭 キャッスルボウル福山

9 名　和　　　秋 ＪＰＢＡ　Ｆ 大　神　由美子 場協会（ボウル国際）

10 藤　井　信　人 ＪＰＢＡ　Ｍ 西　田　智　幸 ラウンドワン広島店 野　田　範　幸 呉マリンボウル

11 中　村　美　月 ＪＰＢＡ　Ｆ 阿比留　美智子 賀茂ボール

12 津　島　健　次 ＪＰＢＡ　Ｍ 森　本　裕　樹 広電ボウル 中　岡　弘　夫 広電ボウル

13 谷　川　章　子 ＪＰＢＡ　Ｆ 岡　本　美千代 ミスズボウル

14 児　島　都　史 ＪＰＢＡ　Ｍ 梶　原　日呂志 場協会（ボウル国際） 花　木　良　尚 広電ボウル

15 越　智　真　南 ＪＰＢＡ　Ｆ 章　　　道　子 広島パークレーン

16 髙　安　真　司 ＪＰＢＡ　Ｍ 大　下　耕　平 特別招待アマチュア 中　村　裕　二 ミスズボウル

17 水　谷　若　菜 ＪＰＢＡ　Ｆ 奥　原　はるみ 広電ボウル

18 小　林　哲　也 ＪＰＢＡ　Ｍ Ａ ・ エリソン リネア２４ 田　中　紀　博 場協会（ボウル国際）

19 内　藤　真裕実 ＪＰＢＡ　Ｆ 笠　間　悦　子 場協会（ボウル国際）

20 小　原　照　之 ＪＰＢＡ　Ｍ 野地本　一　志 賀茂ボール 山木戸　純　也 広電ボウル

21 若　田　彩　実 ＪＰＢＡ　Ｆ 泉　宗　心　音 特別招待アマチュア

22 砂　子　明　廣 ＪＰＢＡ　Ｍ 山　本　和　弘 キャッスルボウル福山 平　谷　壽　規 松永ベイボウル

23 愛　甲　恵　子 ＪＰＢＡ　Ｆ 奥　野　泰　子 キャッスルボウル福山

24 矢　島　純　一 ＪＰＢＡ　Ｍ 住　吉　祐　也 呉マリンボウル 永　宗　純　弥 ラウンドワン広島店

25 寺　下　智　香 ＪＰＢＡ　Ｆ 加　藤　幸　子 賀茂ボール

26 川　添　奨　太 ＪＰＢＡ　Ｍ 伏　田　　　翔 五日市中学校 奥　野　泰　宏 キャッスルボウル福山

27 時　本　美津子 ＪＰＢＡ　Ｆ 檀　上　真由美 リネア２４

28 太　田　隆　昌 ＪＰＢＡ　Ｍ 児　島　道　浩 特別招待アマチュア 野　崎　　　修 ラウンドワン広島店

29 藤　田　麻　衣 ＪＰＢＡ　Ｆ 井　上　洋　子 場協会（ボウル国際）

30 髙　橋　俊　彦 ＪＰＢＡ　Ｍ 北　田　英　樹 賀茂ボール 柴　田　範　幸 場協会（ボウル国際）

31 森　本　由　希 ＪＰＢＡ　Ｆ 奥　村　巡　子 リネア２４

32 道　菅　　　真 ＪＰＢＡ　Ｍ 上　堀　次　徳 場協会（ボウル国際） 森　山　和之信 ラウンドワン広島店

33 舟　本　　　舞 ＪＰＢＡ　Ｆ 和　田　政　恵 リネア２４

34 玉　井　慎一郎 ＪＰＢＡ　Ｍ 田　中　康　夫 ラウンドワン広島店 徳　田　秀　明 キャッスルボウル福山

35 松　尾　星　伽 ＪＰＢＡ　Ｆ 今　川　梨　枝 キャッスルボウル福山

36 森　本　健　太 ＪＰＢＡ　Ｍ 野地本　一　夫 賀茂ボール 新　川　一　良 リネア２４

37 田　代　小　夏 ＪＰＢＡ　Ｆ 脇　坂　由　美 広電ボウル

38 村　上　拓　也 ＪＰＢＡ　Ｍ 森　島　良　昭 特別招待アマチュア 西　谷　忠　雄 リネア２４
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※１ゲーム終了毎に右へ２ＢＯＸ（４レーン目に）に移動

注）欠場が生じた場合、出場選手が変更となる場合がございます。

第２６回中国新聞杯広島オープンボウリングトーナメント

第１投球者 第２投球者 第３投球者
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3 近　藤　文　美 ＪＰＢＡ　Ｆ 藤　永　　　睦 ラウンドワン広島店

4 和　田　秀　和 ＪＰＢＡ　Ｍ 前　　　芳　暁 リネア２４ 小　林　貴　文 キャッスルボウル福山

5 大　山　由里香 ＪＰＢＡ　Ｆ 石　本　美　来 特別招待アマチュア

6 西　村　　　了 ＪＰＢＡ　Ｍ 吉　岡　勝　清 場協会（ボウル国際） 川　村　光　紀 広電ボウル

7 進　　　博　美 ＪＰＢＡ　Ｆ 重　冨　曜　子 ミスズボウル

8 中　沢　　　奨 ＪＰＢＡ　Ｍ 松　本　和　範 広電ボウル 金　崎　　　誠 場協会（ボウル国際）

9 小　池　沙　紀 ＪＰＢＡ　Ｆ 山木戸　かえで 広電ボウル

10 遠　藤　　　誠 ＪＰＢＡ　Ｍ 八　田　信　弘 ラウンドワン広島店 道　下　和　明 リネア２４

11 川　崎　八千代 ＪＰＢＡ　Ｆ 殿　原　美恵子 広電ボウル

12 梶　　　義　宏 ＪＰＢＡ　Ｍ 槇　　　祐　吾 賀茂ボール 二井野　吉　則 広電ボウル

13 吉　川　朋　絵 ＪＰＢＡ　Ｆ 吉　岡　優　子 場協会（ボウル国際）

14 酒　井　武　雄 ＪＰＢＡ　Ｍ 長　尾　優　馬 キャッスルボウル福山 草　本　健　祐 呉マリンボウル

15 亀　井　勝　江 ＪＰＢＡ　Ｆ 谷　本　千賀子 広電ボウル

16 浅　尾　慎　詞 ＪＰＢＡ　Ｍ 新　舎　拓　巳 特別招待アマチュア 網　岡　優　太 ミスズボウル

17 酒　井　美　佳 ＪＰＢＡ　Ｆ 竹　本　佐知子 呉マリンボウル

18 岡　野　秀　幸 ＪＰＢＡ　Ｍ 井　戸　　　寛 場協会（ボウル国際） 松　田　弘　之 賀茂ボール

19 堂　元　美　佐 ＪＰＢＡ　Ｆ 井　上　安　奈 広島パークレーン

20 山　本　　　勲 ＪＰＢＡ　Ｍ 森　本　海　成 広電ボウル 井　町　健　二 場協会（ボウル国際）

21 難　波　理恵子 ＪＰＢＡ　Ｆ 小　寺　直　子 キャッスルボウル福山

22 山　上　英　章 ＪＰＢＡ　Ｍ 平　林　　　力 特別招待アマチュア 阿座上　栄　一 ミスズボウル

23 川　﨑　由　意 ＪＰＢＡ　Ｆ 黒　崎　豊美子 キャッスルボウル福山

24 髙　淵　常　志 ＪＰＢＡ　Ｍ 米　田　政　文 ミスズボウル 脇　坂　　　亮 ミスズボウル

25 大根谷　　　愛 ＪＰＢＡ　Ｆ 浅　田　杏　菜 宮島工業高校

26 日　置　秀　一 ＪＰＢＡ　Ｍ 大　崎　　　智 リネア２４ 小　林　　　悟 キャッスルボウル福山

27 岩　見　彩　乃 ＪＰＢＡ　Ｆ 真　木　　　絢 リネア２４

28 竹　本　圭　実 ＪＰＢＡ　Ｍ 井　戸　　　昇 広島パークレーン 岡　　　利　夫 場協会（ボウル国際）

29 川　口　富美恵 ＪＰＢＡ　Ｆ 大　下　千　史 リネア２４

30 坂　田　重　徳 ＪＰＢＡ　Ｍ 篠　原　伸　弥 ラウンドワン広島店 中　島　義　昭 ラウンドワン広島店

31 黒　田　知　子 ＪＰＢＡ　Ｆ 尾　越　美　里 広電ボウル

32 津　島　悟　志 ＪＰＢＡ　Ｍ 田　中　淳　一 特別招待アマチュア 森　岡　拓　哉 広電ボウル

33 望　月　理　江 ＪＰＢＡ　Ｆ 山　田　智　子 場協会（ボウル国際）

34 石　原　章　夫 ＪＰＢＡ　Ｍ 市　田　智　雄 広電ボウル 林　　　直　己 ラウンドワン広島店

35 坂　本　か　や ＪＰＢＡ　Ｆ 細　迫　靖　香 広島パークレーン

36 谷　合　貴　志 ＪＰＢＡ　Ｍ 沖　　　芳　雄 広電ボウル 前　田　英　治 場協会（ボウル国際）

37 岡　本　明　菜 ＪＰＢＡ　Ｆ 岡　　　則　子 場協会（ボウル国際）

38 長　谷　　　宏 ＪＰＢＡ　Ｍ 佐々木　勢　介 呉マリンボウル 蛎　田　博　史 ミスズボウル
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※１ゲーム終了毎に右へ２ＢＯＸ（４レーン目に）に移動

注）欠場が生じた場合、出場選手が変更となる場合がございます。
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