
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
滝本 宗彦 10 古賀 直美 15
村瀬 規彦 ⾼橋 ⻯平
⼯藤陽⼀郎 ⼯藤純⼀郎
久保 利治 10 古川 ⼀司 15
根元  遥 15 ⼤久 実結 15
遠藤明⽇⾹ 15 渡邉 雅司 10
奥⼭ 有紀 15 宮沢 浩⼆ 5
遠藤 儀博 5 伊藤 秀明 10
池⽥ 智洋 浅⽥ 敬悟
⽊村 ⾂吾 浦澤 ⼀成
佐渡⼭ 肇 10 ⼭越  貢 10 ⽊村 安利
前島 京介 ⼩林  彌 10
⼭⼝ 好宏 5 秋⼭ 忠明 5 ⻑⾕川恒星
沓野 貴志 ⼤⽵ 祥⼀ 5
髙橋  諒 ⾼梨 宏樹 菊地  誠 10
⽮野 美加 15 ⽮野 ⼀樹 5
⼤場 憲司 5 棚辺 正美
鷲尾 雄⼀ 中澤 ⽂夫 10
髙橋 尚代 25 ⽥倉  稔 10 ⼭下 裕⼆ 5
松下 秀樹 10 篠原 清隆 10
豊⽥  旭 中村 宏昭 5
⽥中 雅光 5 真⽊ 洋⼀ 10
⻑⾕川雅宣 橋本  章 5 古⾕野 努 5
⼩野 知⾏ 5 野中 秀和 10
⽥崎  進 5 ⽥辺  昇 5 ⽯井  壮 10
六⾞ 康彦 川⽥ 光⼀
中川 和紀 畑  秀明 ⼩林  猛 5
⽯川 ⼣真 ⼩⻄ 菖平
越前 哲男 10 吉⽥  仁 5 ⾕⼝ 博之 5
上⽥  誠 5 ⽚岸 弘樹 10
細川 淳⼀ 5 古本  彰 5
藪下 俊幸 10 北川 善輝 10
⻑澤 利博 5 ⼟⽥ 智⾏
伊藤 拓摩 ⾦野 拓⼰
宮崎 善⼀ 15 三⽥ 隆代 20
荒⽊ 静寿 10 中村  稔 15
俣本 浩之 10 ⿇⽥ 浩史 5 境   明 5
市井 和志 5 扇⾕ 久範 5
林能 隆幸 10 浦上 英貴 岸本 昇司 5
⾓⽥ 拓典 5 那知 秀輝
藤原  亨 ⿊川 俊和 10 薄尾屋隆志 5
⼭崎 吉範 ⾼平 雄⽣
坂野 知世 15 近藤 匡泰
松林 謙⼆ 5 岩⽥美由紀 20
⽩⽊  武 清⽔ 正弘 ⽻場 恵美 15
奥村 ⼀世 20 中倉 啓太
牧⽥ 興紀 松本 英将 5
⼭本 ⻘空 ⼩⽵  宏 10
⼭森 正治 10 ⼭内 雄⼤
⼩⾕ 拓也 ⽵井  満 5
中⽥ 裕⼰ 10 ⼩島  勝 10 ⻄住 昭真 10
前浜  伸 10 森⽥ 正秀 5
河合 昭彦 5 松浦  弘 5 南⾕  隆
脇坂 裕貴 ⽥中 智之
⽊⾕ 哲也 濱⾕ 雅広 5 広瀬 信明 15
由⽔ 伸弥 渡邊 元造 5

北海道 札幌市 札幌市役所 B

第４０回 全⽇本実業団都市対抗ボウリング 選⼿権⼤会
参加選⼿名簿

団体名 都市名 チ ー ム 名 シフト

仙台市 （株）タイトー仙台 A

⻘森県 ⼋⼾市 株式会社 ケーパル C

茨城県 ⽇⽴市 株式会社⽇⽴製作所 C

柴⽥郡 リコーインダストリー(株)東北事業所 C

千葉県 君津市 ⽇本製鉄 君津 A

狭⼭市 ホンダ埼⽟ B

⽐企郡 オリロー B

⽴川市 東京都実業団ＯＢクラブ A

世⽥⾕区 世⽥⾕区役所 C

千代⽥区 東京消防庁 A

渋⾕区 渋⾕区役所 C

藤沢市 ⽇本精⼯株式会社 藤沢 B

藤沢市 いすゞ⾃動⾞株式会社 C

⿊部市 ＹＫＫ A

富⼭市 北陸電⼒ A

富⼭市 富⼭県実業団OBクラブ A

富⼭市 三菱ケミカルＡ C

富⼭市 不⼆越 B

富⼭市 富⼭地⽅鉄道 A

富⼭市 インテック C

⾦沢市 ⾦沢市役所A B

富⼭市 三菱ケミカルＢ C

⾦沢市 環境開発株式会社 C

⽩⼭市 株式会社 トランテックス C

⾦沢市 北陸電⼒株式会社 ⽯川⽀店 A

津幡町 株式会社 久世ベローズ⼯業所 B

⾦沢市 ⽯川県教職員 B
⽯川県

宮城県

埼⽟県

東京都

神奈川県

富⼭県



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

第４０回 全⽇本実業団都市対抗ボウリング 選⼿権⼤会
参加選⼿名簿

団体名 都市名 チ ー ム 名 シフト

吉⽥ 伸也 10 中村 和弘
平下 達也 松原 真珠 10
東江冨美雄 15 林  邦治 窪⽥  章 5
島崎健太郎 墨屋  肇 5
深澤 智秀 15 遠藤 ⾦⿓ 10 ⼩林  弘 10
村上 太⼀ 深澤 ⼀敏
北⾵ 慎雄 10 平松 健⼆ 寺下 裕基
寺下  真 10 ⼩林 愼治 10
松岡 富綱 10 髙平沙也⽃
阿部 広知 鈴⽊ 貴光
中野 伸彦 5 ⼩林  浩 10
⼭⼝ 勝也 10 村⽥ 百恵 15
緒⽅  諒 夏⽬ 佳功
夏⽬ 美和 15 ⾼野 正美
加藤  勝 5 村⽥ 千浩 ⽥吹⼀⼆三 10
中川 岳史 林   剛 10
桐⽣ 広司 5 安⽥ 昂平 中島 淳⼆ 5
⾦原 武史 桐⽣由紀⼦ 20
峯 健太郎 佐伯 典代 20 辻野 真⼀ 5
⻄尾  覚 15 芝  真英
⾚尾 昇⼀ 5 ⽵内 章訓 ⾼本 正⼦ 30
⼭川真⼀郎 10 真野 紳⼀ 15

  庄瀬 智⼤  ⼩椋 達也 ⽚⼭  駿
⼩林 剛美 10 柳川 弘⾏ 10
渡辺 良幸 5 太⽥ 哲也 5
川杉 貴之 ⻑⽥ 陽介
稲垣 勝久 5 森川 知治 ⻑⾕川正安 5
佐々⽊秀明 10 岡  宏明 5
⼤森 浩司 5 古川 忠⽣ 5 中浜 正明 10
須賀 繁治 10 杉本 信浩
霜⽥  孝 10 ⼤原 和博 10
滝沢 謙⼆ 10 森  重昭 10
初⽥  武 5 坂本 益代 15 道林 政広 5
坂本 圭司 元脇 則博 5
佐藤 保則 10 ⻑﨑 達志 10 梶⼭  勉 15
⼭﨑 正造 10 鰺坂 安弘 10
岩永 正⾏ 5 ⽊村 堅司 20 ⼤森 啓司 5
猪⽊ 信⼀ 10 堀  久之 10
⽯川 慎⼆ 鉾崎 浩⼆ 10 ⽯井 浩次 10
⽯本 美来 15 福⽥ 嘉光
佐藤 太河 ⽮野  徹 5 ⽥中 玲美 15
松藤 信明 10 東  孝⾏ 5
今村 清司 10 尾﨑 亮平 上野あゆみ 15
岡⽥ 俊徳 ⼤岡 明百 5
⾕⼝ 葉⼦ 15 岡⽥なつ紀 15
加藤めぐみ 20 井城  発 10
渡邉  翔 奥⽥ 広儀
柿原  博 10 ⽔元千嘉志 10
岡﨑 貞夫 10 ⼩川 健太
⽕⼭ 和紀 天本 伸之 5
吉⽥  寛 伊藤 寛泰
増岡 史仁 藤井 秀紀
荻堂 純⼦ 20 下地 ⼀秀 10
⽯嶺可奈⼦ 15 幸喜 将太

⼩松市 コマツ 粟津⼯場 A

⾦沢市 ⾦沢市役所Ｂ B

静岡市 ⼩⽷製作所 A
静岡県

富⼠市 ユニプレス B

豊⽥市 トヨタ⾃動⾞A B

刈⾕市 デンソーA B

豊⽥市 トヨタ⾃動⾞Ｂ A

刈⾕市 アイシン C

刈⾕市 デンソーＢ A

桑名市 桑名市役所 A

愛知県

東海市 愛知製鋼 B

岡崎市 三菱⾃動⾞岡崎 A

鈴⿅市 ホンダ鈴⿅ C

三重県 桑名市 ＮＴＮ桑名 B

神⼾市 兵庫県実業団ＯＢクラブ A

神⼾市 神⼾市役所 B

⾚磐市 セイテック(株) B
岡⼭県

岡⼭市 岡⼭県実業団ＯＢクラブ B

伊丹市 三菱電機紅菱会 C

兵庫県

福⼭市 JFE⻄⽇本 Ｂ C
広島県

福⼭市 JFE⻄⽇本 Ａ C

呉市 呉市役所Ａ A

C

呉市 呉市役所Ｂ C

⽯川県

福岡市 三菱電機⽞菱会 B

沖縄県 北⾕町 エナジックインターナショナル A

福岡県

京都郡 ⽇産⾃動⾞九州 A

福岡市 福岡市役所


