
本大会 都道府県 本大会 都道府県

出場者数 通過者数 出場者数 通過者数

1. ① 田中　大雅 選手 たなか　たいが 80. ① 横井　淳司 選手 よこい　じゅんじ

2. ② 菊澤　浩平 選手 きくざわ　こうへい 81. ② 山﨑　慎也 選手 やまざき　しんや

3. ③ 鎌田　暢之 選手 かまだ　のぶゆき 82. ③ 犬飼　健志 選手 いぬかい　たけし

4. ④ 稲辺　雄大 選手 いなべ　ゆうき 83. ④ 宮田　賢司 選手 みやた　けんじ

5. ⑤ 野呂　孔策 選手 のろ　こうさく 84. ⑤ 有馬　敏行 選手 ありま　としゆき

6. ⑥ 金井　直樹 選手 かない　なおき 85. ⑥ 清原　優也 選手 きよはら　ゆうや

7. ⑦ 鈴木　恒有 選手 すずき　つねとも 86. ⑦ 前新　秀雅 選手 まえしん　ひでまさ

8. ⑧ 村上　泰弘 選手 むらかみ　やすひろ 87. ⑧ 日野　代暉 選手 ひの　だいき
9. ① 野沢　栄造 選手 のざわ　えいぞう 88. ⑨ 田代　泰裕 選手 たしろ　やすひろ

10. ② 杉田　　航 選手 すぎた　わたる 89. ⑩ 加藤　貴之 選手 かとう　たかゆき

岩手県 11. ① 佐藤　信也 選手 さとう　しんや 90. ⑪ 高橋　　通 選手 たかはし　とおる

12. ① 真壁　富男 選手 まかべ　とみお 91. ⑫ 鎌田　正和 選手 かまた　まさかず

13. ② 清水　俊和 選手 しみず　としかず 92. ⑬ 原　　和実 選手 はら　かずみ
秋田県 14. ① 相場 　　興 選手 あいば　こう 93. ⑭ 木村　謙太 選手 きむら　けんた

15. ① 後藤　康和 選手 ごとう　やすかず 94. ① 田中　康平 選手 たなか　こうへい

16. ② 大門　達弘 選手 だいもん　たつひろ 95. ② 石井　一樹 選手 いしい　かずき

17. ① 押田　元宏 選手 おしだ　もとひろ 96. ③ 松葉　　実 選手 まつば　みのる

18. ② 久間木　英暁 選手 くまき　ひであき 97. ④ 前川　　潤 選手 まえかわ　じゅん

19. ① 白川　　篤 選手 しらかわ　あつし 98. ① 山崎　昭太 選手 やまざき　しょうた

20. ② 倉持　悠人 選手 くらもち　ゆうと 99. ② 高平　雄生 選手 たかひら　ゆうき

21. ③ 倉持　悠人 選手 くらもち　ゆうと 100. ① 宮谷　拓海 選手 みやたに　たくみ

22. ① 塙　　満宏 選手 はなわ　みつひろ 101. ② 武藤　政行 選手 むとう　まさゆき

23. ② 金指　昌芳 選手 かなさし　まさよし 福井県 102. ① 手島　　登 選手 てしま　のぼる

24. ③ 外塚　貴志 選手 そとづか　たかし 滋賀県 103. ① 山本　　誠 選手 やまもと　まこと

25. ① 長澤　悠次 選手 ながさわ　ゆうじ 104. ① 阿部　　裕 選手
26. ② 冨岡　康彦 選手 とみおか　やすひこ 105. ② 山上　駿人 選手
27. ① 寺田　浩明 選手 てらだ　ひろあき 106. ③ 雨森　昭雄 選手
28. ② 鎌田　武男 選手 かまた　たけお 107. ① 伊藤　元孝 選手 いとう　もとたか

29. ③ 永瀬　春信 選手 ながせ　はるのぶ 108. ② 三田尻　卓也 選手 みたじり　たくや

30. ④ 藤本　　譲 選手 ふじもと　ゆずる 109. ③ 調　　俊明 選手 しらべ　としあき

31. ⑤ 武山　隆男 選手 たけやま　たかお 110. ④ 富樫　利明 選手 とがし　としあき

32. ⑥ 遠藤　忠大 選手 えんどう　ただひろ 111. ⑤ 石田　智輝 選手 いしだ　ともき

33. ⑦ 内山　史雄 選手 うちやま　ふみお 112. ⑥ 榎　　崇宏 選手 えのき　たかひろ

34. ⑧ 加藤　　航 選手 かとう　わたる 113. ⑦ 石原　悠希 選手 いしはら　ゆうき

35. ⑨ 望月　正宏 選手 もちづき　まさひろ 114. ⑧ 大森　　遼 選手 おおもり　りょう

36. ⑩ 矢部　圭司郎 選手 やべ　けいしろう 115. ⑨ 有賀　　徹 選手 ありが　とおる

37. ① 高橋　　諒 選手 たかはし　りょう 116. ⑩ 堀田　悠次 選手 ほりた　ゆうじ

38. ② 小笠原　佑虎 選手 おがさわら　ゆうご 117. ① 小松　侑誠 選手 こまつ　ゆうせい

39. ③ 宮下　孝志 選手 みやした　たかし 118. ② 山田　葉一 選手 やまだ　よういち

40. ④ 中村　充宏 選手 なかむら　あつひろ 119. ③ 大城戸　和義 選手 おおきど　かずよし

41. ⑤ 村山　　淳 選手 むらやま　じゅん 120. ④ 仲植　誠真 選手 なかうえ　たかまさ

42. ① 中田　和徳 選手 なかだ　かずのり 奈良県 121. ① 北林　達朗 選手 きたばやし　たつろう

43. ② 小早川　勝 選手 こばやかわ　まさる 和歌山県 122. ① 白岩　　豊 選手 しらいわ　ゆたか

44. ③ 上条　智春 選手 かみじょう　ちはる 鳥取県 123. ① 妹尾　裕紀 選手 せのお　ひろき

45. ④ 末永　雅也 選手 すえなが　まさや 島根県 124. ① 村上　賀章 選手 むらかみ　よしあき

46. ⑤ 石田　　隆 選手 いしだ　たかし 岡山県 125. ① 新舎　拓巳 選手 しんしゃ　たくみ

47. ⑥ 宮下　　剛 選手 みやした　つよし 126. ① 清水　貴弘 選手 しみず　たかひろ

48. ⑦ 砂口　尚道 選手 すなぐち　なおみち 127. ② 野地本　一志 選手 のじもと　かずし

49. ⑧ 柴山　竜吾 選手 しばやま　りゅうご 128. ③ 井戸　　寛 選手 いど　ゆたか
50. ⑨ 吉田　正和 選手 よしだ　まさかず 129. ④ 前　　祐司 選手 まえ　ゆうじ
51. ⑩ 坂井　祐真 選手 さかい　たくま 130. ① 内田　聖也 選手 うちだ　せいや

52. ⑪ 藤井　　誠 選手 ふじい　まこと 131. ② 杉山　信秋 選手 すぎやま　のぶあき

53. ⑫ 橘内　誠吾 選手 きつない　せいご 徳島県 132. ① 澤田　光輝 選手 さわだ　こうき

54. ⑬ 代田　淳平 選手 だいた　じゅんぺい 133. ① 曽根　　功 選手 そね　いさお
55. ① 鈴木　信義 選手 134. ② 小野　安司 選手 おの　やすし
56. ② 斎藤　祐太 選手 135. ① 越智　　崇 選手 おち　たかし
57. ③ 渡辺　裕之 選手 136. ② 武内　英和 選手 たけうち　ひでかず

58. ④ 高橋　篤史 選手 高知県 137. ① 中越　勝美 選手 なかごし　かつみ

59. ⑤ 伊藤　公人 選手 138. ① 後藤　敦志 選手
60. ⑥ 袖之　　昭 選手 139. ② 福井　康人 選手
61. ⑦ 斉藤　有作 選手 140. ③ 土井　純弥 選手
62. ⑧ 今村　丞司 選手 141. ④ 大山　愁人 選手
63. ⑨ 小清水　喬 選手 142. ⑤ 亀川　信幸 選手
64. ① 金山　正道 選手 143. ⑥ 穐吉　省吾 選手
65. ② 加藤　弘之 選手 かとう　ひろゆき 144. ⑦ 福原　　尊 選手

山梨県 66. ① 白井　聖也 選手 しらい　せいや 145. ⑧ 大久保　隆弘 選手
67. ① 上原　直幸 選手 うえはら　なおゆき 146. ⑨ 泉　　達也 選手
68. ② 中村　大貴 選手 なかむら　だいき 147. ⑩ 池田　正義 選手 いけだ　まさよし

69. ③ 清水　　啓 選手 しみず　あきら 佐賀県 148. ① 辞退
70. ④ 村澤　高明 選手 むらさわ　たかあき 149. ① 辞退
71. ① 青島　龍治 選手 あおしま　りゅうじ 150. ② 辞退
72. ② 内藤　健太 選手 ないとう　けんた 151. ① 谷　　昌樹 選手
73. ③ 佐藤　英昭 選手 さとう　ひであき 152. ② 俵積田　卓美 選手
74. ④ 濱野　洋介 選手 はまの　ようすけ 153. ③ 上野　圭一 選手
75. ⑤ 土屋　善洋 選手 つちや　よしひろ 大分県 154. ① 和田　純一 選手 わだ　じゅんいち

76. ⑥ 斉藤　善裕 選手 さいとう　よしひろ 155. ① 川畑　亨弘 選手 かわばた　ゆきひろ

77. ⑦ 海江田　薫 選手 かいえだ　かおる 156. ② 愛甲　雅治 選手 あいこう　まさはる

78. ① 安田　洋規 選手 やすだ　ひろき 鹿児島県 157. ① 草原　千宏 選手 くさはら　ちひろ

79. ② 瀧野　浩一 選手 たきの　こういち 158. ① 宮城　　亮 選手 みやぎ　りょう

159. ② 佐々木椋兵 選手 ささき　りょうへい

160. ③ 木村　勝夫 選手 きむら　かつお

男子１６０名本大会進出！

長崎県

静岡県
熊本県

宮崎県

岐阜県

沖縄県

東京都
広島県

山口県

香川県

神奈川県

愛媛県

福岡県
新潟県

長野県

茨城県
富山県

石川県

栃木県

群馬県
京都府

埼玉県
大阪府

千葉県
兵庫県

北海道

愛知県

青森県

宮城県

山形県
三重県

福島県

競技ボウラー 男子部門 157名

２月開催 本大会進出者リスト（４７都道府県大会通過者）2020.2.14現在

都道府県名 男子 選手名 ふりがな 都道府県名 男子 選手名 ふりがな



本大会 都道府県 本大会 都道府県

出場者数 通過者数 出場者数 通過者数

1. ① 吉崎　多美江 選手 よしざき　たみえ 49. ① 土井　智恵子 選手 どい　ちえこ

2. ② 番井　琴音 選手 つがい　ことね 50. ② 桐生　由紀子 選手 きりゅう　ゆきこ

3. ③ 北嶋　佳代 選手 きたじま　かよ 51. ③ 薄窪　夢叶 選手 うすくぼ　ゆめか

4. ④ 倉田　　結 選手 くらた　ゆう 52. ④ 上形　有美 選手 うえがた　ゆみ

5. ⑤ 梨本　公子 選手 なしもと　きみこ 53. ⑤ 森　　咲江 選手 もり　さきえ

青森県 6. ① 辞退 54. ⑥ 藤村　七夕 選手 ふじむら　なゆ

岩手県 7. ① 佐藤　彩夏 選手 さとう　あやか 55. ⑦ 溝口　睦実 選手 みぞぐち　むつみ

宮城県 8. ① 奥山　有紀 選手 おくやま　ゆき 56. ⑧ 日比野　さくら 選手 ひびの　さくら

秋田県 9. ① 辞退 57. ① 大林　真美 選手 おおばやし　まみ

山形県 10. ① 我孫子　美葵 選手 あびこ　みき 58. ② 鈴木　恵都子 選手 すずき　えつこ

11. ① 伊藤　節子 選手 いとう　せつこ 富山県 59. ① 山崎　　優 選手 やまざき　ゆう

12. ② 辞退 石川県 60. ① 市田　彩華 選手 いちだ　あやか

13. ① 吉田　由美子 選手 よしだ　ゆみこ 福井県 61. ① 辞退

14. ② 納富　彩香 選手 のうとみ　あやか 滋賀県 62. ① 縄江　仁美 選手 なわえ　ひとみ

栃木県 15. ① 小林　江利子 選手 こばやし　えりこ 京都府 63. ① 山本　貴子 選手 やまもと　たかこ

群馬県 16. ① 近藤　眞桜 選手 64. ① 山本　真規子 選手 やまもと　まきこ

17. ① 田子　梨絵子 選手 たご　りえこ 65. ② 谷川　晴代 選手

18. ② 三村　紀子 選手 みつむら　のりこ 66. ③ 上村　　静 選手

19. ③ 和田　美子 選手 わだ　よしこ 67. ④ 小松　智美 選手 こまつ　ともみ

20. ④ 人見　千賀子 選手 ひとみ　ちかこ 68. ⑤ 緒方　彩音 選手 おがた　あやね

21. ⑤ 小原　美千枝 選手 こはら　みちえ 69. ⑥ 辞退

22. ⑥ 櫛笥　亮子 選手 くしげ　りょうこ 70. ① 石田　万音 選手 いしだ　まのん

23. ① 浦野　実紅 選手 うらの　みく 71. ② 北村　敦美 選手 きたむら　あつみ

24. ② 高橋　玲花 選手 たかはし　れいか 奈良県 72. ① 堀井　春花 選手 ほりい　はるか

25. ③ 水野　あやか 選手 みずの　あやか 和歌山県 73. ① 谷口　実希 選手 たにぐち　みき

26. ① 納富　敬子 選手 のうどみ　けいこ 鳥取県 74. ① 益谷　美幸 選手 ますたに　みゆき

27. ② 森脇　佳代 選手 もりわき　かよ 島根県 75. ① 江戸　敦美 選手 えど　あつみ

28. ③ 青鹿　丘枝 選手 あおしか　たかえ 岡山県 76. ① 梶　幸子 選手 かじ　さちこ

29. ④ 笠原　美佐子 選手 かさはら　みさこ 広島県 77. ① 岡　　則子 選手 おか　のりこ

30. ⑤ 芳賀　裕美子 選手 はが　ゆみこ 山口県 78. ① 辞退

31. ⑥ 中山　典子 選手 なかやま　のりこ 徳島県 79. ① 粟飯原　智子 選手 あいはら　ともこ

32. ⑦ 田中　美保子 選手 たなか　みほこ 香川県 80. ① 木村　富美子 選手 きむら　ふみこ

33. ⑧ 齋藤　雅美 選手 さいとう　まさみ 愛媛県 81. ① 泉宗　心音 選手 いずむね　しおん

34. ① 石丸　理砂 選手 高知県 82. ① 川渕　眞希 選手 かわぶち　まき

35. ② 大塚　由紀江 選手 83. ① 幸木　百合菜 選手

36. ③ 鈴木　歳子 選手 84. ② 中島　瑞葵 選手

37. ④ 長沼　加代子 選手 85. ③ 後藤　　薫 選手

38. ⑤ 小林　かおり 選手 86. ④ 馬場　千賀子 選手

新潟県 39. ① 稲川　睦子 選手 87. ⑤ 関茂　陽子 選手 せきも　ようこ

山梨県 40. ① 金見　佑佳 選手 かなみ　ゆか 辞退88. ⑥ 吉田　里枝子 選手

41. ① 佐々木　理子 選手 ささき　りこ 佐賀県 89. ① 辞退

42. ② 松山　節子 選手 まつやま　せつこ 長崎県 90. ① 辞退

43. ① 大下　由香 選手 おおしも　ゆか 熊本県 91. ① 向井　美和 選手

44. ② 安藤　幸子 選手 あんどう　さちこ 大分県 92. ① 水口　由香里 選手

45. ③ 木村　亜沙子 選手 きむら　あさこ 宮崎県 93. ① 辞退

46. ④ 古田　このみ 選手 ふるた　このみ 鹿児島県 94. ① 宮里　直美 選手 みやざと　なおみ

47. ① 所　　恵子 選手 ところ　えいこ 95. ① 辞退

48. ② 工藤　由佳 選手 くどう　ゆか 96. ② 辞退

長野県

静岡県

岐阜県 沖縄県

女子９６名本大会進出！

大阪府

埼玉県

兵庫県

千葉県

東京都

神奈川県

福岡県

北海道

愛知県

三重県

福島県

茨城県

競技ボウラー 女子部門 84名

２月開催 本大会進出者リスト（４７都道府県大会通過者）2020.2.14現在

都道府県名 女子 選手名 ふりがな 都道府県名 女子 選手名 ふりがな


