
い。
紆余曲折を経てプロボウラー

を目指す決意を固めたのは高3
の夏。大阪で一人暮らしを始
め、知人のつてで入った新規開
業のピースボウル（りんくう
シークル店＝18年4月閉鎖）で
アルバイト勤務しながら、独学
で練習に励んだ。
だが、2014年のプロテスト

は2日目であえなく撃沈。ダメ
もとで受けたにもかかわらず
「落ちて2か月くらいは『もうボ
ウリングなんてしたくない！』
と思うほど落ち込んだ」が、周
囲のスタッフやお客さんに励ま
されて一念発起。練習を再開し
てからは「ボウリングだけの濃
い一年」を過ごし、翌15年のプ
ロテストで見事リベンジを果た
す。当時味わった苦しみと、そ
れを乗り越えて得た自信が、プ

ロ入り後の急成長を促す糧と
なったことは間違いないだろ
う。
シードプロに昇格した3年

目、初戦のＪＰＢＡ創立50周
年記念大会で名和秋プロ（35
期）との優勝決定戦をわずか1
ピン差で制して初優勝を飾る
と、その余勢を駆って次戦の宮
崎プロアマオープンも制覇。
「シードプロになって優勝する
までは『こんな子いたの？』とい
う感じで印象は薄かったと思い
ます」と笑うが、今や全国各地
のセンターからチャレンジマッ
チに引っ張りだこの超売れっ子
で、年末までスケジュールは
ビッシリという。
それでも決して浮つくことな

く、公式戦には「毎試合優勝す
る気で臨んでいます」と久保田
プロ。3勝目を挙げる日もそう

プロ5年目、23歳の久保田
彩花プロ。女子プロらしく、し
なやかで美しい投球フォームが
魅力の人気Ｐ★リーガーだが、
公式戦でもすでに2度の優勝を
果たし、毎年コンスタントに好
成績を挙げて、シードに定着し
ている実力の持ち主だ。
ボウリングを始めたのは中3
のとき。両親と3人そろってハ
マり、マイボールを作って週に
何度も投げに行くうち「最初は
100もいかなかったスコアが
130、150…と上がっていく
のが楽しくて夢中になった」そ
うだ。
部活では剣道をやっていた

が、進学した高校に剣道部はな
く、行きつけのボウリング場で
知り合ったＪＢＣのジュニア会

員に「奈良県は女子のジュニア
が少ないので」と、国体メン
バーの員数合わせで入会を請
われたのが、競技ボウリングの
入り口だった。その国体には1
歳下の前土佐澪選手（現ＪＰＢ
Ａ51期）とダブルスを組んで出
場したが、「自分よりはるかに
上手くて、連れて行ってもらっ
たという感じ（苦笑）」で、当時
はプロになるなど夢にも思わな
かったという。
「将来は介護職に就こうと
思っていた」アマチュア時代は、
地元・奈良のトドロキボウルで
開催されていた河津亨至プロ
（44期）や吉井昌幸プロ（41期）
のボウリング教室で時折ワンポ
イントのレッスンを受ける程度
で、とくに師事したプロはいな

遠くはなさそうだ。
（取材協力・川崎グランドボ
ウル）

久保田彩花
A Y A K A  K U B O T A
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｢毎試合優勝する気で臨んでいます｣

男子 9名、女子 4名がライセンスを取得
第 58 回男子、第 52 回女子プロボウラー資格取得テスト

平成から令和にまたがって行
われていた今年のプロテスト
は、1次、2次、3次テストを経
て男子9名、女子4名が合格、
5月17日にライセンスが交付
された。
男子でトップ合格は、山田幸

（48期）の弟で19歳の山田成
人。女子でトップは、日本での
プロ入りを目指し、1年余り前
から日本語学校に通いながら試
験に備えてきた、韓国籍のキ
ム・ソヒョン。また2位のキ
ム・スルギ、男子で2位合格の
チャン・ヒウンは、韓国プロボ
ウリング協会（ＫＰＢＡ）のライ
センスを持ちながらの挑戦だっ
た。
そのほか、小沼姫が女子では
初の両手投げプロ誕生というこ
とでTV局の取材を受けるなど
注目を集めていたが、男子でも
合格の9名中、半数以上の5名
が両手投げと、ＪＰＢＡにも本
格的に両手投げ時代が到来する
のかどうか…。

凡例
①所属（5月31日現在）②生年月日③出身地④
身長⑤利き腕⑥血液型⑦初めてボウリングをし
た年齢

キム・ソヒョン  No.578
（KIM SOHYUN）
①フジ取手ボウル②1993
年3月27日③韓国・ソン
ナム④164㎝⑤右⑥ＡＢ
型⑦13歳

キム・スルギ  No.579
（KIM SEULKI）
①相模原パークレーンズ②
1989年10月6日③韓国
④166㎝⑤右⑥Ｂ型⑦15
歳

小沼 姫  No.580
（おぬま ひめ）
①川崎グランドボウル②
1998年3月31日③神奈
川県④150㎝⑤右 (両手 )
⑥Ａ型⑦16歳

尾上 萌楓  No.581
（おのうえ もえか）
①フリー②2000年9月
4日③山口県④162㎝⑤
右⑥Ａ型⑦9歳

助川 利都  No.1418
（すけがわ りつ）
①フリー②1996年2月
22日③埼玉県④166㎝⑤
右 (両手 )⑥Ａ型⑦6歳

大沼 遼  No.1419
（おおぬま はるか）
①フリー②1996年 11月8
日③静岡県④179㎝⑤右(両
手 )⑥Ｏ型⑦7歳

山迫 耕太  No.1420
（やまさこ こうた）
①フリー②1986年7月
18日③鹿児島県④161㎝
⑤右⑥ＡＢ型⑦6歳

壬生 将太  No.1421
（みぶ しょうた）
①N&Kco.Ltd　坂東ファ
ミリーボウル②1992年4
月16日③長野県④168㎝
⑤右⑥Ｂ型⑦14歳

林 泰勇騎  No.1422
（はやし やすゆき）
①フリー②1996年1月
27日③東京都④173㎝⑤
右 (両手 )⑥ＡＢ型⑦19歳

チャン・ヒウン No.1415
（JANG HEEWOONG）
①㈱エナジックボウル②
1980年2月29日③韓国・
ソウル④177㎝⑤右⑥Ｏ
型⑦13歳

川原 優一 No.1416
（かわはら ゆういち）
①アイビーボウル越谷②
1999年7月28日③埼玉
県④166㎝⑤右 (両手 )⑥
Ａ型⑦3歳

畠山 正寛  No.1417
（はたけやま まさひろ）
①フリー②1994年10月
25日③新潟県④169㎝⑤
右 (両手 )⑦6歳

山田 成人 No.1414
（やまだ なると）
①フリー②1999年12月
26日③大阪府④184㎝⑤
右⑥Ａ型⑦11歳

男子 55 期・合格者

女子 52 期・合格者

くぼた・あやか／1996年1月27日、奈良県生
まれ。159㎝、右投げ。2015年プロ入り（48
期／ライセンス№526）。フリー。優勝2回（17
年ＪＰＢＡ創立50周年記念大会、宮崎プロアマ
オープン）。昨年度ポイントランキング15位。

●6月16日
大阪・桜橋ボウル

●6月17日／27日
滋賀・栗東ボウリングジム

●6月19日＆20日
和歌山・ジェイボウル御坊

●6月22日＆23日
愛知・オレンジボウル

●6月26日
大阪・ボウリングスペースヒット

●6月29日
島根・ボウルジャック浜田

●6月30日
京都・舞鶴マリンボウル

●7月6日
大阪・ボウルアロー松原店

●7月7日
神奈川・厚木ツマダボウル

久保田プロと一緒に投げよう！
近日開催のチャレンジマッチ

▲ボウリングは安定感重視。「できるだけムダ
　な動きを省いていく」ことでコントロールの
　精度を上げていきたいという
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