
第55回全日本選抜ボウリング選手権大会
選手名簿（男子）

コード 選手名 所属 コード 選手名 所属 コード 選手名 所属

501 富山幸雄 東京 545 西島本有生 学連 589 下地良尚 沖縄

502 西田一善 和歌山 546 八鍬良太 東京 590 石田智輝 学連

503 伊藤　丈 福島 547 橋本優一郎 福井 591 岡田海人 学連

504 佐々木智之 神奈川 548 立花和貴 学連 592 大園琢矢 学連

505 安里秀策 和歌山 549 伊藤　出 山梨 593 佐々木　諒 学連

506 斎藤祐太 神奈川 550 マドレ秀弘 京都 594 伊藤匠海 学連

507 菅原　奏 岩手 551 山中徹治 東京 595 山田裕汰 学連

508 砂長　空 群馬 552 山本一俊 愛知 596 谷口慶舟 学連

509 宮澤拓哉 群馬 553 鷹羽　孝 愛知 597 中里隆星 学連

510 清水嵐太 群馬 554 入江　輝 愛知 598 葛原康介 青森

511 佐藤滉介 千葉 555 石川巧真 学連 599 千田亮成 岩手

512 井口遼太 東京 556 佐渡山　肇 埼玉 600 熊澤かうり 宮城

513 羽ヶ﨑匠海 東京 557 山越　貢 埼玉 601 原子大将 秋田

514 塚田侑希 神奈川 558 前島京介 埼玉 602 志賀悠吾 福島

515 木村　晃 神奈川 559 小林　彌 埼玉 603 渡邉　楓 茨城

516 菅野直人 神奈川 560 長澤悠次 埼玉 604 荒井崇聡 栃木

517 畑　秀明 神奈川 561 石川夕真 神奈川 605 石川裕大 群馬

518 河内唯斗 石川 562 登川　陸 学連 606 熊木大地 埼玉

519 堤　祐樹 大阪 563 新垣夏輝 学連 607 小倉康輔 千葉

520 村野渉吏 大阪 564 比嘉巧真 学連 608 橘内誠吾 東京

521 熊　凌汰 福岡 565 深山碧巴 千葉 609 大槻隼也 神奈川

522 村濱裕紀 佐賀 566 佐藤雄偉 学連 610 野田勝美 山梨

523 福満　亮 長崎 567 紺谷涼太 北海道 611 斎藤理恩 新潟

524 德久恵大 長崎 568 妹背聡海 大阪 612 神田伶葵那 長野

525 原口優馬 長崎 569 淺川啓大 兵庫 613 山崎昭太 富山

526 座波政斗 沖縄 570 増田優希 愛知 614 内山稜太 静岡

527 斉藤　翔 学連 571 久米一寧 京都 615 井岡聖一 三重

528 林　元輝 学連 572 横内結樹 大阪 616 夏目智樹 岐阜

529 吉原正明 学連 573 立花仁貴 兵庫 617 中川　漣 滋賀

530 藤永北斗 熊本 574 奥田倫平 山口 618 内藤慎之介 京都

531 木村光希 神奈川 575 宮城快仁 沖縄 619 有賀　徹 大阪

532 塚越翔太 神奈川 576 光﨑　脩 学連 620 立花尚貴 兵庫

533 村上太一 静岡 577 内野　稔 学連 621 渡邉玲史 和歌山

534 勝又七夢 静岡 578 細井祐也 神奈川 622 人見　勲 岡山

535 白井康介 愛知 579 須田風海音 群馬 623 井戸　寛 広島

536 佐藤宇宙 愛知 580 林　優輝 愛知 624 佐野裕葵矢 山口

537 伊東将成 三重 581 大藪信太郎 学連 625 星合一希 徳島

538 髙木裕太 三重 582 尾髙翔太 北海道 626 黒瀬一歩 福岡

539 梅田久徳 三重 583 梅木孝宏 埼玉 627 中川貴史 熊本

540 樋口幹人 福岡 584 林　大智 長野 628 荒金千真 大分

541 長尾脩甫 福岡 585 長澤　椋 静岡 629 久冨木　広 鹿児島

542 山下知且 長崎 586 今枝佑哉 愛知 630 我那覇　怜 沖縄

543 新舎拓巳 学連 587 守屋雄斗 大阪

544 中里隆和 学連 588 本堂方人 大阪


