
第59回関⻄ボウリング選⼿権⼤会・レーン配当表 （２⼈チーム戦）

レーン チーム名 第1投球者 第2投球者 レーン チーム名 第1投球者 第2投球者
9 関⻄学⽣Ａ 森川 美琴 河村 怜奈 9 京都Ｂ 綾城恵利⼦ 村⽥ 優⼦
10 京都Ｈ 東⽥ 依⼦ 市川 真実 10 ⼤阪Ｂ ⽯本恵梨奈 ⼩畠 捺稀
11 京都Ｇ ⼭本 貴⼦ 東⽥ 菜穂 11 ⼤阪Ａ ⼭本真規⼦ 庭⽉野 恵
12 ⼤阪Ｅ 近藤ひろみ 尾辻 桂⼦ 12 和歌⼭Ｂ 松村 佳美 川⼝ 尚美
13 13 和歌⼭Ａ 安⾥ 紗希 川⼝ 茉紀
14 京都Ｆ 松本⼋重⼦ 森下 美紀 14
15 京都Ｅ 中⾕ 明美 坂本真貴⼦ 15 奈良 堤  由美 景⼭多美⼦
16 兵庫Ｂ 知名  光 ⻄村あけみ 16 京都Ｂ 富永 圭⼦ 栂尾 陽⼦
17 兵庫Ａ ⽯⽥ 万⾳ ⽴花 沙貴 17
18 ⼤阪Ｃ 緒⽅ 彩⾳ 緒⽅ 美空 18 京都Ａ 鍵野 礼⼦ ⼭崎 多鶴
19 ⼤阪Ｄ 藤⽥ 美空 藤林 華⾳ 19 兵庫Ｃ 中川 美悠 松本歩奈美
20 関⻄学⽣Ｂ ⼤濵 梨乃 ⼾塚 眞由 20 京都Ａ ⼤⻄ 愛⼦ 奥  享⼦
21 兵庫Ａ 淺川 啓⼤ ⼩松 侑誠 21 ⼤阪Ｅ 澤⽥ 信吾 浦⼝ 健⼀
22 京都Ｏ 久⽶ ⼀寧 松本 春樹 22 和歌⼭Ａ 安⾥ 秀策 三井⽥ 迅
23 京都Ｐ ⼤藪信太郎 直⽊  翼 23 和歌⼭Ｂ ⼭⼝ 厚司 鎌⽥ 幸義
24 ⼤阪Ｃ ⽩濱 ⼤夢 岸⽥ 健佑 24 京都Ｅ 平重 三吉 坂本 健治
25 ⼤阪Ｄ 横内 結樹 上⻄ 良知 25 京都Ｆ 円⼭ 和哉 森下  潤
26 関⻄学⽣Ａ ⾕⼝ 慶⾈ 岡本 悠輝 26 ⼤阪Ｉ 新⼭ 信⼆ 尾辻 利章
27 関⻄学⽣Ｂ 下  陽⼈ ⼟居下雄平 27 ⼤阪Ｊ ⾚松  実 有賀  徹
28 京都Ｇ 遠藤 充朗 内藤慎之介 28 和歌⼭Ｆ ⼭本  満 ⻄⽥ ⼀善
29 京都Ｈ ⼤野 好⽣ ⽚岡 達也 29 和歌⼭Ｅ 和⽥ 譲治 薮中 茂弥
30 京都Ｄ 中野 英⼆ 森居  淳 30 京都Ｑ マドレ秀弘 ⾼⽥  勇
31 京都Ｃ 藤村 知弘 ⼭⽥  孝 31
32 兵庫Ｅ ⼤⻄ 智紀 道林 政広 32 京都Ｒ 市川 正明 播本 雄輔
33 兵庫Ｆ 藪内 賢⼀ 仲植 広宣 33 奈良 堤  祐樹 堤 賢治郎
34 ⼤阪Ｌ 森永 ⻯輝 東  隆輝 34 ⼤阪Ｂ 村野 渉吏 守屋 雄⽃
35 ⼤阪Ｋ 松⽥  豊 中野 敏明 35 ⼤阪Ａ 武本 真明 槌⾕  敏
36 関⻄学⽣Ｅ ⼤嶋 英雄 葛⼭ 雅⼈ 36 兵庫Ｄ ⽴花 仁貴 ⾼⽊ 秀晃
37 関⻄学⽣Ｆ 崫 健次郎 ⽴花 和貴 37 兵庫Ｃ ⽴花 尚貴 加地 敏浩
38 京都Ｂ 井上 裕貴 井阪 晃⽣ 38 京都Ｋ 遠藤 ⽂男 甲部 宗男
39 京都Ａ 廣岡  淳 辻  拓也 39 京都Ｌ 鳴瀧 清⽮ 舩⼾ 聡志
40 和歌⼭Ｃ ⾦⾕ 佳哉 仲岡 伸哲 40 滋賀Ａ 島本 昭宏 浦部 年男
41 和歌⼭Ｄ ⼭崎  翔 川⼝ 勝洋 41 滋賀Ｂ ⽵﨑 寿征 藤⽥ 忠志
42 京都Ｊ 岩井 ⼀平 奥⽥ 晃⼆ 42 関⻄学⽣Ｃ 菅崎  迅 澤⽥ 貴⽃
43 京都Ｉ 堀  泰之 松本 雅司 43 関⻄学⽣Ｄ 新舎 拓⺒ ⽊下 ⼤輔
44 ⼤阪Ｇ ⽔野 紘⼤ ⽯⽥ 智輝 44 京都Ｍ 御藤 恭史 吉川 伸⼀
45 ⼤阪Ｈ ⻄牟⽥晃平 藤本 健⼼ 45 京都Ｎ 岡部 俊樹 由井 滉之
46 兵庫Ｂ 仲植 誠真 森⽥⻯之助 46 ⼤阪Ｆ 成⼭ 裕亮 ⼭本 崇之

Ａ  組 Ｂ  組



第59回関⻄ボウリング選⼿権⼤会・レーン配当表 （４⼈チーム）

レーン チーム名 第1投球者 第2投球者 レーン チーム名 第1投球者 第2投球者
9 9 松村 佳美 川⼝ 茉紀
10 ⼤阪Ｃ 近藤ひろみ 尾辻 桂⼦ 10 安⾥ 紗希 川⼝ 尚美
11 松本⼋重⼦ 森下 美紀 11
12 中⾕ 明美 坂本真貴⼦ 12 堤  由美 森  恵美
13 知名  光 ⻄村あけみ 13 富永 圭⼦ ⼭崎 多鶴
14 ⽯⽥ 万⾳ ⽴花 沙貴 14 鍵野 礼⼦ 栂尾 陽⼦
15 藤⽥ 美空 緒⽅ 美空 15
16 藤林 華⾳ 緒⽅ 彩⾳ 16 兵庫Ｂ 中川 美悠 松本歩奈美
17 ⼤濵 梨乃 ⼾塚 眞由 17 ⼤⻄ 愛⼦ 奥  享⼦
18 森川 美琴 河村 怜奈 18 村⽥ 優⼦ 綾城恵利⼦
19 東⽥ 依⼦ 市川 真実 19 ⽯本恵梨奈 ⼩畠 捺稀
20 ⼭本 貴⼦ 東⽥ 菜穂 20 ⼭本真規⼦ 庭⽉野 恵
21 森居  淳 藤村 知弘 21 薮中 茂弥 ⻄⽥ ⼀善
22 中野 英⼆ ⼭⽥  孝 22 ⼭本  満 和⽥ 譲治
23 藪内 賢⼀ 仲植 広宣 23 市川 正明 播本 雄輔
24 ⼤⻄ 智紀 道林 政広 24 マドレ秀弘 ⾼⽥  勇
25 松⽥  豊 中野 敏明 25
26 森永 ⻯輝 東  隆輝 26 奈良 堤  祐樹 堤 賢治郎
27 崫 健次郎 ⽴花 和貴 27 守屋 雄⽃ 村野 渉吏
28 ⼤嶋 英雄 葛⼭ 雅⼈ 28 武本 真明 槌⾕  敏
29 廣岡  淳 辻  拓也 29 ⽴花 仁貴 加地 敏浩
30 井上 裕貴 井阪 晃⽣ 30 ⽴花 尚貴 ⾼⽊ 秀晃
31 ⼭崎  翔 川⼝ 勝洋 31 鳴瀧 清⽮ 舩⼾ 聡志
32 ⾦⾕ 佳哉 仲岡 伸哲 32 甲部 宗男 遠藤 ⽂男
33 奥⽥ 晃⼆ 堀  泰之 33 ⽵﨑 寿征 藤⽥ 忠志
34 松本 雅司 廣岡 康博 34 島本 昭宏 浦部 年男
35 藤本 健⼼ ⽯⽥ 智輝 35 新舎 拓⺒ ⽊下 ⼤輔
36 ⻄牟⽥晃平 ⽔野 紘⼤ 36 菅崎  迅 澤⽥ 貴⽃
37 淺川 啓⼤ 森⽥⻯之助 37 岡部 俊樹 由井 滉之
38 仲植 誠真 ⼩松 侑誠 38 御藤 恭史 吉川 伸⼀
39 松本 春樹 ⼤藪信太郎 39 澤⽥ 信吾 成⼭ 裕亮
40 久⽶ ⼀寧 直⽊  翼 40 浦⼝ 健⼀ ⼭本 崇之
41 岸⽥ 健佑 横内 結樹 41 鎌⽥ 幸義 ⼭⼝ 厚司
42 ⽩濱 ⼤夢 上⻄ 良知 42 安⾥ 秀策 三井⽥ 迅
43 下  陽⼈ ⼟居下雄平 43 円⼭ 和哉 森下  潤
44 ⾕⼝ 慶⾈ 岡本 悠輝 44 平重 三吉 坂本 健治
45 ⽚岡 達也 遠藤 充朗 45 有賀  徹 尾辻 利章
46 ⼤野 好⽣ 内藤慎之介 46 ⾚松  実 新⼭ 信⼆
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Ａ  組 Ｂ  組
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第59回関⻄ボウリング選⼿権⼤会・レーン配当表 （シングルス戦）

レーン 第1投球者 所属 第2投球者 所属 レーン 第1投球者 所属 第2投球者 所属
9 坂本真貴⼦ 京都 ⽯⽥ 万⾳ 兵庫 9 森  恵美 奈良
10 ⻄村あけみ 兵庫 緒⽅ 彩⾳ ⼤阪 10 栂尾 陽⼦ 京都 鍵野 礼⼦ 京都
11 ⽴花 沙貴 兵庫 藤⽥ 美空 ⼤阪 11 ⼭崎 多鶴 京都
12 緒⽅ 美空 ⼤阪 ⼤濵 梨乃 関⻄学⽣ 12 ⼤⻄ 愛⼦ 京都 中川 美悠 兵庫
13 藤林 華⾳ ⼤阪 森川 美琴 関⻄学⽣ 13 松本歩奈美 兵庫 綾城恵利⼦ 京都
14 ⼾塚 眞由 関⻄学⽣ 東⽥ 依⼦ 京都 14 奥  享⼦ 京都 ⽯本恵梨奈 ⼤阪
15 河村 怜奈 関⻄学⽣ 15 村⽥ 優⼦ 京都 ⼭本真規⼦ ⼤阪
16 市川 真実 京都 ⼭本 貴⼦ 京都 16 ⼩畠 捺稀 ⼤阪 松村 佳美 和歌⼭
17 東⽥ 菜穂 京都 17 庭⽉野 恵 ⼤阪 安⾥ 紗希 和歌⼭
18 松本⼋重⼦ 京都 近藤ひろみ ⼤阪 18 川⼝ 尚美 和歌⼭
19 尾辻 桂⼦ ⼤阪 中⾕ 明美 京都 19 川⼝ 茉紀 和歌⼭
20 森下 美紀 京都 知名  光 兵庫 20 富永 圭⼦ 京都 堤  由美 奈良
21 仲岡 伸哲 和歌⼭ 堀  泰之 京都 21 甲部 宗男 京都 菅崎  迅 関⻄学⽣
22 奥⽥ 晃⼆ 京都 ⻄牟⽥晃平 ⼤阪 22 浦部 年男 滋賀 御藤 恭史 京都
23 松本 雅司 京都 廣岡  淳 京都 23 澤⽥ 貴⽃ 関⻄学⽣ 鳴瀧 清⽮ 京都
24 藤本 健⼼ ⼤阪 ⼭崎  翔 和歌⼭ 24 吉川 伸⼀ 京都 ⽵﨑 寿征 滋賀
25 辻  拓也 京都 ⽔野 紘⼤ ⼤阪 25 舩⼾ 聡志 京都 新舎 拓⺒ 関⻄学⽣
26 川⼝ 勝洋 和歌⼭ 仲植 誠真 兵庫 26 藤⽥ 忠志 滋賀 岡部 俊樹 京都
27 ⽯⽥ 智輝 ⼤阪 淺川 啓⼤ 兵庫 27 ⽊下 ⼤輔 関⻄学⽣
28 森⽥⻯之助 兵庫 ⼤藪信太郎 京都 28 由井 滉之 京都 成⼭ 裕亮 ⼤阪
29 ⼩松 侑誠 兵庫 横内 結樹 ⼤阪 29 ⼭本 崇之 ⼤阪
30 直⽊  翼 京都 下  陽⼈ 関⻄学⽣ 30 ⼭⼝ 厚司 和歌⼭ 澤⽥ 信吾 ⼤阪
31 上⻄ 良知 ⼤阪 久⽶ ⼀寧 京都 31 浦⼝ 健⼀ ⼤阪 円⼭ 和哉 京都
32 ⼟居下雄平 関⻄学⽣ ⽩濱 ⼤夢 ⼤阪 32 鎌⽥ 幸義 和歌⼭ ⾚松  実 ⼤阪
33 松本 春樹 京都 ⾕⼝ 慶⾈ 関⻄学⽣ 33 森下  潤 京都 安⾥ 秀策 和歌⼭
34 岸⽥ 健佑 ⼤阪 遠藤 充朗 京都 34 有賀  徹 ⼤阪 平重 三吉 京都
35 岡本 悠輝 関⻄学⽣ ⼤野 好⽣ 京都 35 三井⽥ 迅 和歌⼭ 新⼭ 信⼆ ⼤阪
36 内藤慎之介 京都 中野 英⼆ 京都 36 坂本 健治 京都 ⼭本  満 和歌⼭
37 ⽚岡 達也 京都 ⼤⻄ 智紀 兵庫 37 尾辻 利章 ⼤阪 和⽥ 譲治 和歌⼭
38 森居  淳 京都 森永 ⻯輝 ⼤阪 38 ⻄⽥ ⼀善 和歌⼭ 市川 正明 京都
39 道林 政広 兵庫 ⼤嶋 英雄 関⻄学⽣ 39 薮中 茂弥 和歌⼭ 堤  祐樹 奈良
40 東  隆輝 ⼤阪 藤村 知弘 京都 40 播本 雄輔 京都 武本 真明 ⼤阪
41 葛⼭ 雅⼈ 関⻄学⽣ 藪内 賢⼀ 兵庫 41 堤 賢治郎 奈良 ⽴花 尚貴 兵庫
42 ⼭⽥  孝 京都 松⽥  豊 ⼤阪 42 槌⾕  敏 ⼤阪 マドレ秀弘 京都
43 仲植 広宣 兵庫 崫 健次郎 関⻄学⽣ 43 加地 敏浩 兵庫 村野 渉吏 ⼤阪
44 中野 敏明 ⼤阪 井上 裕貴 京都 44 ⾼⽥  勇 京都 ⽴花 仁貴 兵庫
45 ⽴花 和貴 関⻄学⽣ ⾦⾕ 佳哉 和歌⼭ 45 守屋 雄⽃ ⼤阪 遠藤 ⽂男 京都
46 井阪 晃⽣ 京都 岩井 ⼀平 京都 46 ⾼⽊ 秀晃 兵庫 島本 昭宏 滋賀

Ａ  組 Ｂ  組


