
第55回全日本選抜ボウリング選手権大会
選手名簿（女子）

コード 選手名 所属 コード 選手名 所属 コード 選手名 所属

101 小池和美 京都 141 安里紗希 和歌山 181 小笠原由美子 岩手

102 向谷美咲 千葉 142 伊勢川華愛 和歌山 182 池田智美 茨城

103 梶田ひかる 三重 143 川口茉紀 和歌山 183 金子萌夏 栃木

104 佐藤悠里 神奈川 144 知名　光 兵庫 184 大野萌葉 群馬

105 石本美来 広島 145 山本菜由 和歌山 185 梅木佳恵 埼玉

106 菅野沙織 神奈川 146 門田裕美 広島 186 藤田妃夏 東京

107 我孫子美葵 宮城 147 柳川穂波 三重 187 大槻絵里子 神奈川

108 大河内未来 福島 148 吉田由美子 埼玉 188 木村芳子 山梨

109 渡辺希哩 群馬 149 林田尚恵 島根 189 遠藤愛香 新潟

110 渡辺莉央 群馬 150 番井琴音 北海道 190 加納　葵 長野

111 近藤眞桜 群馬 151 荒川沙里 埼玉 191 野村美羽 石川

112 石田玲奈 群馬 152 谷口澪奈 学連 192 高木則子 福井

113 熊田菜奈海 埼玉 153 安田明香里 学連 193 木村亜沙子 静岡

114 野仲美咲 東京 154 山田悠畝奈 愛知 194 中村　心 三重

115 矢野彩花 東京 155 髙橋咲紀 学連 195 工藤由佳 岐阜

116 濱﨑りりあ 神奈川 156 戸塚眞由 学連 196 坂本真貴子 京都

117 鈴木波流 静岡 157 森　恵美 奈良 197 近藤ひろみ 大阪

118 近藤菜帆 愛知 158 内野ひかり 千葉 198 川口尚美 和歌山

119 戸塚知菜 愛知 159 高田真帆 神奈川 199 宮倉祐子 島根

120 林　育美 愛知 160 坂田望実 奈良 200 新舎菜々美 岡山

121 谷原美来 三重 161 武藤遥華 福岡 201 髙橋映里香 広島

122 入江菜々美 三重 162 砂川舞佳 沖縄 202 渡邊美和 福岡

123 石田万音 兵庫 163 緒方彩音 大阪 203 中川晶子 熊本

124 泉宗心音 愛媛 164 鈴木英子 福島

125 中島望結 佐賀 165 岩元美咲希 学連

126 今井双葉 熊本 166 井﨑寛菜 茨城

127 石本恵梨奈 学連 167 網代羅夢 神奈川

128 立花沙貴 学連 168 山之内　詩 愛知

129 新畑加奈 三重 169 種瀬楓華 三重

130 中島梨沙 東京 170 渡邊　葵 広島

131 新倉千秋 東京 171 北川幸希 広島

132 堀口はるな 東京 172 須藤真海 学連

133 高橋愛莉 神奈川 173 関口実穂 長野

134 崎山穂花 神奈川 174 古田このみ 静岡

135 早川知里 愛知 175 山本千鶴 三重

136 薄窪夢叶 愛知 176 松尾妃奈 長崎

137 江崎華菜 愛知 177 長谷川　炎 学連

138 山田悠加 愛知 178 八木彩夏 学連

139 豊田こころ 愛知 179 米山侑花 学連

140 中野麻希 大阪 180 舘　聖奈 学連


