
No. 選手名 No. 選手名 No. 選手名 No. 選手名

1. 秋林　勝彦 選手 41. 武山　隆男 選手 1. 阿部りゅうじ 選手 41. 丹家　敏詞 選手

2. 浅野　俊之 選手 42. 辻　　将一 選手 2. 新居　輝喜 選手 42. 丹野　英樹 選手

3. 安藤　　徹 選手 43. 辻　　泰邦 選手 3. 有ヶ谷光弘 選手 43. 千葉　和宏 選手

4. 選手 44. 手塚　　泰 選手 4. 石原　啓行 選手 44. 辻永　一彦 選手

5. 植田　貴博 選手 45. 飛沢　義宣 選手 5. 井上　義範 選手 45. 土屋登志夫 選手

6. 内田　雄二 選手 46. 中島　隆博 選手 6. 岩村　俊一 選手 46. 内藤　重信 選手

7. 内海　　毅 選手 47. 中村　　稔 選手 7. 宇賀神正敏 選手 47. 中野　輝志 選手

8. 大川　　聡 選手 48. 西口　勝也 選手 8. 大鋸　清隆 選手 48. 中場　　勉 選手

9. 扇　　宏一 選手 49. 野口幸一郎 選手 9. 奥瀬　武彦 選手 49. 中村　則男 選手

10. 大谷　　裕 選手 50. 長谷川文弘 選手 10. 小山内　斉 選手 50. 中山　健一 選手

11. 大塚　誠一 選手 51. 原科　三雄 選手 11. 小嶋　建志 選手 51. 西尾　直史 選手

12. 大平　要一 選手 52. 久田　卓矢 選手 12. 小原　庸孝 選手 52. 西ノ平美広 選手

13. 大溝　孝良 選手 53. 一杉　　昇 選手 13. 笠原　直幸 選手 53. 西村　宏郁 選手

14. 落合　良治 選手 54. 平林　　力 選手 14. 片岡　達也 選手 54. 西脇　昌紀 選手

15. 加藤　清一 選手 55. Ｂｒｏ．ＫＯＲＮ 選手 15. 加茂　政生 選手 55. 野川　幸暉 選手

16. 金井　　清 選手 56. 本田　　豊 選手 16. 北川　一幸 選手 56. 野澤　栄造 選手

17. 仮屋　幸人 選手 57. 本望　　工 選手 17. 吉川　博和 選手 57. 野原　勝則 選手

18. 清井　　進 選手 58. 選手 18. 栗山　　繁 選手 58. 橋本　浩司 選手

19. 黒田アーサー 選手 59. 前田　　武 選手 19. 小池　淳介 選手 59. 羽山　　厚 選手

20. 小山　　彰 選手 60. 松木　敏幸 選手 20. 小林　貴司 選手 60. 坂東　砂夫 選手

21. 斉藤　昌彦 選手 61. 松村タカヒサ 選手 21. 駒嶺　　修 選手 61. 平川　広文 選手

22. 斉藤　政彦 選手 62. 松本　　博 選手 22. 小山　浩二 選手 62. 藤本　裕文 選手

23. 坂入　健一 選手 63. 丸本　真志 選手 23. 斉藤　和良 選手 63. 古野　和孝 選手

24. 佐藤　好晃 選手 64. 溝口　康男 選手 24. 佐久間　忍 選手 64. 牧野　　章 選手

25. 渋谷晃次郎 選手 65. 三森　秀人 選手 25. 櫻井　　昇 選手 65. 松下　秀樹 選手

26. 清水　智幸 選手 66. 宮下　　剛 選手 26. 真田　純次 選手 66. 松本　信幸 選手

27. 清水　弘文 選手 67. 村上　友彦 選手 27. 末廣　勝正 選手 67. 丸山　明夫 選手

28. 城野　敏明 選手 68. 望月　義宣 選手 28. 鈴木　　昭 選手 68. 南川　義弘 選手

29. 白川　　工 選手 69. 森川　勇治 選手 29. 鈴木　賢二 選手 69. 山中　裕之 選手

30. 杉本　雅彦 選手 70. 森本　圭也 選手 30. 鈴木　信義 選手 70. 山本　聖哉 選手

31. 鈴木　智雄 選手 71. 山口　和彦 選手 31. 鈴木　眞吾 選手 71. 横尾　信也 選手

32. 鈴木　　至 選手 72. 横谷　泰弘 選手 32. 鈴木善太郎 選手 72. 吉澤　　満 選手

33. 鈴木　利和 選手 73. 吉久保隆彦 選手 33. 関澤　　武 選手 73. 依田　　隆 選手

34. 須永　剛実 選手 74. 吉田　茂樹 選手 34. 関根　武実 選手 74. 竜門　幸弘 選手

35. 砂口　尚道 選手 75. 吉田　宜司 選手 35. 曽山　米保 選手 75. 若松　茂好 選手

36. 関口　　力 選手 76. 渡辺　寿一 選手 36. 高谷　隆一 選手

37. 袖之　　昭 選手 37. 高橋　節夫 選手

38. 大黒　賢一 選手 38. 田中喜代次 選手

39. 高橋　　通 選手 39. 田中　俊樹 選手

40. 高松　直行 選手 40. 田伏　順三 選手

予選Ａシフト出場アマ(74名) 予選Ｂシフト出場アマ(75名)

第12回 HANDA CUP･プロボウリングマスターズ

※アイウエオ順 ※アイウエオ順

　　　 アマチュア出場選手 １４９名　予選シフト表　6月6日(月)14時現在


