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トーナメントカレンダー

≪アマチュア≫
10月15日（金）～17日（日）
10月15日（金）～17日（日）
10月16日（土）～17日（日）
10月16日（土）～17日（日）
10月29日（金）～31日（日）
　
≪プロ・オープン≫
10月15日（金）～17日（日）

JBC第12回東日本シニア選手権　
JBC第12回西日本シニア選手権　
ABBF第48回全国実業団選手権　
NBF第46回全日本オーバー70ダブルス　
JBC第54回全日本新人選手権　
　

コカ・コーラカップ2021千葉オープン（女子）　アイキョーボウル（千葉）

開催日 大会名 開催センター

東大和グランドボウル（東京）
キスケＫＩＴ（愛媛）
稲沢グランドボウル（愛知）　
勝田パークボウル（茨城）
浜松毎日ボウル（静岡）

ＪＬＢＣプリンスカップが 2年連続中止に
空いた日程には大岡産業レディースが入る

コロナ禍による中止・延期が
相次ぐ JPBAの2020／21レ
ギュラーツアー。検査ベースで
一時は1日5000人を超えた
“第5波”の新型コロナウイル

第12回JLBC選手権  軽井沢プリンスカップ第12回JLBC選手権  軽井沢プリンスカップ

JLBC（ジャパンレディース
ボウリングクラブ／石井利枝会
長）主催のプロ公式戦「2021宮
崎プロアマオープン」「第43回
プリンスカップ」は残念ながら
2年連続で中止となってしまっ
たが、承認大会の「第12回
JLBC選手権　軽井沢プリンス
カップ」は9月23・24日の2日
間、長野・軽井沢プリンスボウ
ルにて予定通り開催された。
今大会の参加者はプロ14名、

アマ92名（男子サポート会員含
む）の計106名。初日はアマの
ダブルス戦（2×3Ｇ／2シフ
ト）がメインで、シフト別に優
勝が争われた（プロも同時に3
Ｇを投球）。
2日目はシングルス戦（3Ｇ）。

プロは前日のスコアを合算した
6Ｇトータルで覇を競い、原口

令和3年度全国長寿ボウラー番付
男性・女性・夫婦編に過去最高の延べ9855名！
令和3年度全国長寿ボウラー番付
男性・女性・夫婦編に過去最高の延べ9855名！
今年で26年目となる「全国長

寿ボウラー番付」の令和3年度
版ポスターが完成した。同ポス
ターは、(公社)日本ボウリング
場協会（日場協）が加盟センター
で毎月1回以上ボウリングを楽
しんでいる長寿ボウラーを対象
に男性編（80歳以上）・女性編
（75歳以上）・夫婦編（合計年齢
150歳以上）の3部門に分けて
人数を集計し、大相撲の番付を
模してランキングしたもの。
男性は最高齢106歳の前原
信光さん（沖縄・マチナトボウ
ル）を筆頭に3593名（前年比＋
198）、女性は同102歳の永島
文江さん（神奈川・ハマボール）
をはじめ4896名（同＋98）、
夫婦では合計年齢182歳の片
山喬・栄子夫妻（神奈川・ボウリ
ング王国スポルト八景店）以下
683組・1366名（＋32）が番
付入り。延べ人数は9855名に

達し、年またぎのコロナ禍にも
かかわらず、過去最高人数を更
新した。

奈織（39期・東京ボウリングセ
ンター）が初優勝を飾った。ま
た、アマでは滋賀・愛知川ボウ
ルの中村千容選手がシングル
ス717（当日の3Ｇ）、オールエ
ベンツ1432（前日のダブルス
戦3Ｇの個人スコアを加えた6
Ｇトータル）で、ともに1位と
なった。
プロの部及びダブルス戦の
上位入賞者は別表のとおり。

ス感染拡大は急激に減少し、政
府は9月30日に期限を迎えた
計27都道府県対象の緊急事態
宣言及びまん延防止等重点措
置の全面解除を決めたが、依然

先行きは不透明なまま。競技
ボウリングの主催者・スポン
サー・開催センターなどの対
応もさまざまだ。
9月14日には12月2～4日
の3日間、東京・品川プリンス
ホテルボウリングセンターで
開催が予定されていた「第43
回 JLBCクイーンズオープン
プリンスカップ」の2年連続
中止が決定。これに伴い、9
月9日に10月末→12月への
再延期が発表され、日程を調
整中だった「第2回大岡産業レ
ディース『THE OPEN』トー
ナメント」（大阪・ボウルアロー
松原店）の開催が、空いた日
程を埋めるカタチで12月2～
4日に決定し、翌15日に正式
発表された。
この結果、10月7～10日
開催の「第43回 STORMジャ
パンオープン」（長野・ヤング
ファラオ）を含む年内のレギ
ュラーツアーは、男子が残り
4戦、女子は同5戦となった。

▶
よ
う
や
く
開
催
日
が
決
ま
っ
た「
大
岡
産
業
レ
デ
ィ
ー
ス
〜
」の
第
1
回
覇
者・川
﨑
由
意（
48
期
）

　   　  
優  勝　原口　奈織 （39期）
第2位　鶴岡みさ子 （6期） 
第3位　前屋　留美 （47期）
第4位　岩見　彩乃 （48期）
第5位　田中　初美 （32期）
第6位　小野日出朱 （5期）

軽井沢プリンスカップ上位入賞者

※カッコ内数字はＨ／Ｃ

●プロの部（14名参加／6Ｇ）
1,373（０）
1,276（10）
1,187（０）
1,187（０）
1,171（０）
1,122（10）

　   　  
優  勝　田島八重子・中島　月子　1,334（55）
第2位　三谷　沙織・遠藤　龍飛　1,288（15）
第3位　伊藤千恵子・志田　啓子　1,264（40）

●アマの部
ダブルス第1シフト（24チーム参加／2×3Ｇ）

　   　
 優  勝　伊東千枝子・湯本　友子　1,365（55）

第2位　飯島　一茂・藤原　正幸　1,275（10）
第3位　熊本　美和・山中　徹治　1,202（25）

ダブルス第2シフト（22チーム参加／2×3Ｇ）

プロの部は原口奈織が制す

長寿ボウラー番付＜Japan Oldest Bowlers' Ranking＞
［令和3年9月1日現在、敬称略］

キャッチフレーズ 優秀作 老いてなお  ころがす先に  夢がある 静岡・狐ヶ崎ヤングランドボウル
杉山　守由

「還付金、ＡＴＭで受け取れます。」は全て詐欺！――警察庁・都道府県警察
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発行：公益社団法人 日本ボウリング場協会　http://www.bowling.or.jp/　　協賛：江崎グリコ株式会社
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令和３年度

男性編
80歳以上

3,593名長寿ボウラー番付全
国東 西

公益社団法人日本ボウリング場協会では、平成8年（1996年）より毎年、ボウリングを趣味として日頃から定期的に（月1回以上）楽しまれている高齢者（男性編80歳以上／女性編75歳以上、夫婦編年齢合計150歳以上）の方々を、大相撲の番付に見立て『長寿ボウラー番付』として発表。本年度は26年目を迎えました。長寿ボ
ウラーのみなさんは、ボウリングを趣味として、楽しく健康な毎日を過ごしておられる人生の達人です。この番付は、ボウリングを通して、一人でも多くの方に “からだと心の健康づくり”　“仲間づくり”　“生きがいづくり” を実現していただくことを目指しています。　※本年度【男性編】では3,593名、【女性編】では4,896
名を掲載しており、男女合わせた令和3年度の番付掲載者は、8,489名。また【夫婦編】掲載の683組（1,366名）を合わせた延べ人数は9,855名となりました。

山本　守弘 82歳 静　岡・毎日ボウル芳川 柴田　保明 82歳 東　京・経堂ボウル 寒河江晃 82歳 宮　城・コロナキャットボウル仙台店 今井　幸男 82歳 東　京・アイビーボウル向島 松岡　幸三 82歳 広　島・松永ベイボウル 蒲谷　良雄 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
田中　進 82歳 愛　知・アソビックスびさい 三輪　全孝 82歳 愛　知・星が丘ボウル 田所　建一 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 別所　忠秋 82歳 宮　崎・宮崎エースレーン 菊伊　邦雄 82歳 岡　山・コーシンボウル 柳堀　正夫 82歳 茨　城・スポーレボウル
田口　文夫 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 石田　芳樹 82歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 岡田　義光 82歳 東　京・アイビーボウル向島 矢野　武矩 82歳 三　重・アソビックスあさひ 鈴木　利雄 82歳 愛　知・春日井グランドボウル 小田島文夫 82歳 岩　手・盛岡スターレーン
松本　友雄 82歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 斉藤　萬亀夫 82歳 東　京・アイビーボウル向島 野口　幸則 82歳 山　口・下関ロイヤルボウル 北川　孝男 82歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 河村　啓右 82歳 山　口・防府ゴールデンボール 市野　昭 82歳 三　重・アソビックスあさひ
押尾　暢之 82歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 吉田　武 82歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 新倉　隆一 82歳 千　葉・本八幡スターレーン 玉矢　日吉 82歳 愛　媛・キスケKIT 合田　老一 82歳 茨　城・フジ取手ボウル 山下　時雄 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル
田中　馨 82歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 吉田　和弘 82歳 東　京・高田馬場グランドボウル 都築　進 82歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 渡辺　勝治 82歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 吉岡　信一 82歳 東　京・立川スターレーン 関田　悦男 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
中川　正雄 82歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 野中　久夫 82歳 静　岡・トマトボウル 蛭田　隆 82歳 山　梨・都留ファミリーボウル 松田　立夫 82歳 熊　本・LTBボウル水前寺 小嶺　泰佑 82歳 東　京・西東京レーン 鎌田　勉 82歳 福　岡・小嶺シティボウル
村松　文明 82歳 静　岡・トマトボウル 二神　四郎 82歳 東　京・荻窪ボウル 野田　隆一 82歳 静　岡・神明ボウル 藤井　真澄 82歳 山　口・くだまつボウル 伊藤　暢彦 82歳 愛　知・スポルト名古屋 守屋　克幸 82歳 北海道・千歳フジボウル
新井　國雄 82歳 神奈川・ハマボール 山田　忠良 82歳 山　口・防府ゴールデンボール 佐々木和仁 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 斉藤　宏 82歳 静　岡・トマトボウル 宮本　都史久 82歳 岐　阜・多治見パークレーンズ 谷　　栄一 82歳 愛　知・スポルト名古屋
田中　輝穂 82歳 鳥　取・米子YSPボウル 新井　幸雄 82歳 埼　玉・芝グランドボール 岸　　豊實 82歳 群　馬・パークレーン高崎 青山　洋二 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 細川　知司 82歳 静　岡・毎日ボウル芳川/浜松毎日ボウル 鬼丸　三郎 82歳 福　岡・桃園シティボウル
染谷　和昭 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 美谷島盛夫 82歳 長　野・アピナボウル長野篠ノ井店 原　　和義 82歳 静　岡・富士パークレーンズ 宗野　利太郎 82歳 静　岡・神明ボウル 長屋　光昌 82歳 岐　阜・コスモボウル羽島 右田　捷明 82歳 熊　本・菊陽ボウル
青山　征支郎 82歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 横地　文夫 82歳 愛　知・スポルト名古屋 長瀬　崇 82歳 愛　知・稲沢グランドボウル 米丸　義行 82歳 熊　本・LTBボウル水前寺 光川　行雄 82歳 愛　知・アソビックスびさい 金澤　正浩 82歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル
菅野　勝義 82歳 神奈川・相模原パークレーンズ 前島　康男 82歳 宮　崎・サンボウル 金田　実 82歳 埼　玉・SAP草加ボウル 柴澤　十 82歳 三　重・サンパークレーン 曽根田厚 82歳 神奈川・タチバナボウル 安井　輝志 82歳 岡　山・ネグザスボウル
寺澤　征男 82歳 鳥　取・米子YSPボウル 辻本　幸弘 82歳 和歌山・新宮東宝ボウル 曳田　篤美 82歳 神奈川・ハマボール 佐藤　薫 82歳 宮　崎・宮崎エースレーン 五反分續 82歳 愛　知・アソビックスびさい/稲沢グランドボウル 高野　和也 82歳 長　野・ヤングファラオ
福野　明 82歳 埼　玉・松原スターボウル 平本　和好 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 小関　年弘 82歳 静　岡・掛川毎日ボウル 西村　勉 82歳 三　重・アソビックスあさひ 小野塚清 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 阿賀谷英雄 82歳 兵　庫・神戸六甲ボウル
佐藤　和永 82歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 浅井　清文 82歳 愛　知・スポルト名古屋 古市　勝紀 82歳 三　重・アソビックスあさひ 堀住　晋也 82歳 静　岡・神明ボウル 鷹西　敏和 82歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 佐藤　俊正 82歳 埼　玉・所沢スターレーン
内木場彰 82歳 福　岡・折尾スターレーン 大橋　貴 82歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 伊東　功朔 82歳 千　葉・本八幡スターレーン 遠藤　健次 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 奥野　繁雄 82歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 平野　政司 82歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店
田代　博司 82歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 福井　貞夫 82歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 家壽　信行 82歳 山　口・防府ゴールデンボール 高橋　瑞郎 82歳 岩　手・盛岡スターレーン 清水　寛治 82歳 北海道・ディノスボウル帯広 梅村　弘 82歳 愛　知・名古屋グランドボウル
橋本　昭敏 82歳 愛　知・半田グランドボウル 松本　昭宣 82歳 神奈川・ハマボール 小林　建一 82歳 新　潟・サウンドボウル見附店 炭谷　末男 82歳 富　山・高岡スカイボウル 宮崎　英明 82歳 熊　本・司ボウル玉名 小山　利夫 82歳 愛　知・スポルト名古屋
山崎　彰 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 大津　政雄 82歳 長　崎・諫早パークレーン 北野　繁 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 阿部　準 82歳 北海道・ディノスボウル帯広 高橋　健二 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 後藤　佳立 82歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
宮原　勝行 82歳 福　岡・フラワーボウル 竹内　万夫 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 上田　武 82歳 神奈川・ハマボール 小内　和夫 82歳 神奈川・川崎グランドボウル 近藤　清 82歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 林　　隆 82歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店
上原　良夫 82歳 沖　縄・マチナトボウル 海野　隆一 82歳 静　岡・神明ボウル 道上　健二 82歳 群　馬・エメラルドボウル 東條　弘光 82歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 大室　忠三 82歳 千　葉・北小金ボウル 小野　陽一 82歳 東　京・高田馬場グランドボウル
川崎　和夫 82歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 鈴木　勲 82歳 北海道・釧路パレスボウル 平林　孝義 82歳 愛　知・稲沢グランドボウル 佐藤　貞夫 82歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 加藤　昇 82歳 三　重・アソビックスあさひ 鎌田　道之助 82歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
横山　忠克 82歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 鬼木　修 82歳 福　岡・スポルト福岡 田口　光明 82歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 金子　保 82歳 北海道・ディノスボウル帯広 近藤　文夫 82歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 児玉　和雄 82歳 北海道・ディノスボウル苫小牧
斉藤　實 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 鷲尾　胖 82歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 粂田　功 82歳 静　岡・掛川毎日ボウル 大原　宗一 82歳 東　京・笹塚ボウル 渡辺　久 82歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 澤本　章博 82歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店
下野　清信 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 中川　徳松 82歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 福原　又男 82歳 愛　知・知立イーグルボウル 蓑田　俊彦 82歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店 高橋　徹 82歳 北海道・千歳フジボウル 西　　光隆 82歳 福　岡・小嶺シティボウル
日下部隆 82歳 岐　阜・コスモボウル羽島 中脇　敏博 82歳 広　島・広島パークレーン 山口　信男 82歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 熊谷　珉広 82歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 上村　勇司 82歳 東　京・高尾スターレーン 坂本　道雄 82歳 埼　玉・SAP草加ボウル
島田　邦雄 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 角ヶ谷和文 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 中西　孝志 82歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 辻　　順之助 82歳 三　重・サンパークレーン 吉野　十四雄 82歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 上原　道夫 82歳 香　川・MG-BOWL
宮根　昌司 82歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 平野　三男 82歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 八木下明 82歳 神奈川・ハマボール 今枝　隆太郎 82歳 愛　知・名古屋グランドボウル 佐々木政志 82歳 岩　手・マッハランド 下田　純 82歳 神奈川・ハマボール
小森谷博司 82歳 千　葉・北小金ボウル 本村　征一 82歳 愛　知・知立イーグルボウル 有馬　喜代勝 82歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 安田　孝太郎 82歳 神奈川・タチバナボウル 片方　啓進 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 東城　公久 82歳 埼　玉・所沢スターレーン
大崎　賢雄 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 喰田　進次 82歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 藤井　邦夫 82歳 福　岡・フラワーボウル 黒野　公之 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 松井　達二 82歳 三　重・サンパークレーン 早川　幸保 82歳 神奈川・相模原パークレーンズ
高橋　馨 82歳 北海道・サッポロオリンピアボウル/綜合レジャーサンコーボウル 塩崎　英二 82歳 東　京・高田馬場グランドボウル 田中　伸幸 82歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 小島　正義 82歳 栃　木・足利スターレーン 八木　正明 82歳 千　葉・富津スターレーン 松本　厚 82歳 熊　本・司ボウル玉名
湯田　俊郎 82歳 三　重・サンパークレーン 大参　幸雄 82歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 鈴木　基之 82歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 真鍋　實 82歳 福　岡・フラワーボウル 原　　昭二 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 栗原　靖誠 82歳 東　京・平和島スターボウル
中村　孝道 82歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 竹本　忠二郎 82歳 長　野・ラウンドワンスタジアム長野店 本郷　三男 82歳 千　葉・北小金ボウル 永田　幸之介 82歳 福　岡・桃園シティボウル 野口　顕 82歳 東　京・アイビーボウル向島 小川　昌人 82歳 佐　賀・伊万里スターボウル
入江　義夫 82歳 神奈川・相模原パークレーンズ 星　　仰 82歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 太田　寛之 82歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 谷崎　敏久 82歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 田中　隼夫 82歳 熊　本・菊陽ボウル 伊東　智明 82歳 群　馬・桐生スターレーン
岡　　永治 82歳 東　京・立川スターレーン 木山　胖 82歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 新徳　治夫 82歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 石原　武 82歳 三　重・サンパークレーン 中山　富夫 82歳 東　京・立川スターレーン 茂木　耕之助 82歳 東　京・西東京レーン
荒木　隆 82歳 長　崎・諫早パークレーン 八木　清三郎 82歳 愛　媛・桑名ボウル 守尾　正春 82歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 伊藤　勝彦 81歳 愛　知・アソビックスかにえ 立原　健司 81歳 東　京・高尾スターレーン 熊沢　逸朗 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル
塚田　富三 81歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 吉田　省三 81歳 千　葉・富津スターレーン 今福　徹 81歳 東　京・高尾スターレーン 水谷　テツオ 81歳 愛　知・アソビックスかにえ 熊田　寿康 81歳 栃　木・王冠ボウル 平田　耕治 81歳 大　分・OBS BOWL
中武　増美 81歳 宮　崎・宮崎エースレーン 藤原　昭男 81歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 上地　栄進 81歳 沖　縄・スカイレーン 金井　泰志 81歳 千　葉・北小金ボウル 若尾　忠則 81歳 岐　阜・多治見パークレーンズ 水上　和彦 81歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店
寺澤　徳昭 81歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店 中島　栄朿 81歳 東　京・高田馬場グランドボウル/荻窪ボウル 神本　文夫 81歳 山　口・くだまつボウル 野田　順一 81歳 東　京・中野サンプラザボウル 蛯名　啓司 81歳 岩　手・盛岡スターレーン 白石　新 81歳 愛　媛・桑名ボウル
若林　六郎 81歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 湊　　敏宏 81歳 三　重・サンパークレーン 北村　忠昭 81歳 愛　知・名古屋グランドボウル 仲江　鐵美 81歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 藤田　秋雄 81歳 広　島・広電ボウル 小川　勝美 81歳 岩　手・盛岡スターレーン
伊藤　久治 81歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 小林　秀行 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 榎本　一雄 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 岡本　敏 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 能川　康久 81歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 畑脇　裕次郎 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
清水　輝次 81歳 東　京・立川スターレーン 小野　芳徳 81歳 大　分・OBS BOWL 森澤　利之 81歳 富　山・立山グランドボウル 池田　政繁 81歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 萩原　均 81歳 東　京・高尾スターレーン 伊藤　勝康 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
斉藤　元 81歳 北海道・ディノスボウル苫小牧 遠藤　勝 81歳 静　岡・トマトボウル 八木　明 81歳 東　京・西東京レーン 大坪　もとお 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 高木　秀男 81歳 群　馬・桐生スターレーン 濱田　勝行 81歳 東　京・経堂ボウル
三澤　昇司 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 新島　邦広 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 吹上　禎代 81歳 東　京・笹塚ボウル 和田　衛 81歳 千　葉・北小金ボウル 土田　昭二 81歳 東　京・平和島スターボウル 田畑　嘉宏 81歳 長　崎・諫早パークレーン
半沢　勝男 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 緒方　哲二 81歳 佐　賀・ボウルアーガス 谷口　光善 81歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 金城　徳光 81歳 沖　縄・マチナトボウル 舘　　幸作 81歳 三　重・アソビックスあさひ 新藤　幹夫 81歳 東　京・平和島スターボウル
渡部　親徳 81歳 愛　媛・キスケKIT 藤本　守 81歳 熊　本・司ボウル玉名 古畑　研一 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 香野　信儀 81歳 福　岡・フラワーボウル 根岸　孝吉 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本 鈴木　賢之 81歳 静　岡・トマトボウル
生方　元 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 新井　秀水 81歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 鈴木　尭春 81歳 愛　知・アソビックスかにえ/コロナキャットボウル中川店 野口　道秋 81歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 石川　藤夫 81歳 香　川・坂出中央ボウル 花本　武 81歳 長　野・アピナボウル松本城山店
光田　新 81歳 佐　賀・伊万里スターボウル 吉田　伸一郎 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 小野　清人 81歳 大　分・OBS BOWL 豊崎　実 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 土江　敏延 81歳 広　島・キャッスルボウル福山 井上　博雄 81歳 三　重・サンパークレーン
卜部　一弘 81歳 茨　城・勝田パークボウル 宮城　仁正 81歳 沖　縄・スカイレーン 松下　明義 81歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 小島　庸年 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 堀川　博昭 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 松井　祥明 81歳 福　岡・桃園シティボウル
小野　一成 81歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 田村　輝雄 81歳 神奈川・川崎グランドボウル 山崎　嗣也 81歳 広　島・ミスズボウル 藤原　晃 81歳 岩　手・盛岡スターレーン 山内　肇 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 箕浦　博行 81歳 愛　知・スポルト名古屋
増田　正庸 81歳 広　島・ミスズボウル 池野　鎭雄 81歳 東　京・西東京レーン 飯沼　清司 81歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 星野　弘志 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 篠崎　宗勝 81歳 埼　玉・芝グランドボール 徳永　幸生 81歳 熊　本・司ボウル玉名
滝口　繁夫 81歳 東　京・高尾スターレーン 松下　志朗 81歳 静　岡・浜松毎日ボウル 佐伯　健治 81歳 佐　賀・ボウルアーガス 斉藤　隆士 81歳 東　京・東大和グランドボウル 村松　照行 81歳 静　岡・藤枝グランドボウル 西山　新男 81歳 福　岡・太宰府Jボウル
古川　英吾 81歳 長　崎・西肥シルバーボウル 三瀬　二千六 81歳 千　葉・北小金ボウル 山田　盛起 81歳 福　岡・太宰府Jボウル 鈴木　功二 81歳 静　岡・暖香園ボウル 林　　弘司 81歳 岐　阜・マーサボウル 嵐　　幹勝 81歳 三　重・サンパークレーン
山地　吉友 81歳 香　川・坂出中央ボウル 引田　富男 81歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 幸田　暢夫 81歳 栃　木・足利スターレーン 渡辺　省三 81歳 愛　知・幸田セントラルボウル 松本　光生 81歳 宮　崎・宮崎エースレーン 森田　滋 81歳 茨　城・大学ボウル土浦本店
佐藤　文司 81歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 中塚　良三 81歳 群　馬・エメラルドボウル 荒木　眞輝夫 81歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 中村　勤 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 多武良嗣紀 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 斉藤　光次 81歳 愛　知・アソビックスびさい
小森　保善 81歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 西野　正紀 81歳 北海道・千歳フジボウル 石川　豊 81歳 東　京・平和島スターボウル 冨田　幸穂 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 中村　英生 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル 高木　昭次 81歳 熊　本・LTBボウル水前寺
今井　俊二 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 岡田　精一 81歳 東　京・立川スターレーン 梶井　辰夫 81歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 千秋　元治 81歳 東　京・荻窪ボウル 高橋　聖人 81歳 東　京・高田馬場グランドボウル/荻窪ボウル 小松　弘治 81歳 神奈川・相模ファーストレーン
和田　忠章 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 野末　文一郎 81歳 静　岡・浜松毎日ボウル 大川　一男 81歳 愛　知・アソビックスかにえ 柴田　修一 81歳 北海道・釧路パレスボウル 國嶋　繁雄 81歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 田中　紀代司 81歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター
石橋　武信 81歳 福　岡・フラワーボウル 青木　宏樹 81歳 滋　賀・愛知川ボウル 藤中　順一 81歳 岐　阜・関ボウリングセンター 山本　幸光 81歳 静　岡・毎日ボウル芳川 水川　紀代司 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 三瓶　光雄 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本
伊藤　正俊 81歳 愛　知・スポルト名古屋 岡田　忠慶 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 山田　泰弘 81歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 内田　浩文 81歳 広　島・広島パークレーン 嶺井　政秀 81歳 沖　縄・スカイレーン 沼　　俊一 81歳 福　岡・西新パレスボウル
子安　健治 81歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 中島　徳昇 81歳 福　岡・フラワーボウル 辻　　茂夫 81歳 静　岡・毎日ボウル芳川 定岡　静雄 81歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 出口　喜世志 81歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 石月　忠雄 81歳 長　野・ヤングファラオ
鈴木　裕 81歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 伊津野博道 81歳 大　分・OBS BOWL 石川　隆太郎 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 秋山　博右 81歳 栃　木・足利スターレーン 土喰　忠孝 81歳 愛　知・半田グランドボウル 小松　光男 81歳 埼　玉・所沢スターレーン
梅本　正三 81歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 武田　洋一 81歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 清宮　弘孝 81歳 埼　玉・SAP草加ボウル 井上　弘通 81歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 松原　宏仁 81歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 平野　貴章 81歳 東　京・高尾スターレーン
吉岡　悦雄 81歳 福　岡・折尾スターレーン 木村　宏 81歳 埼　玉・所沢スターレーン/新狭山グランドボウル 本橋　照也 81歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 長嶺　由伝 81歳 沖　縄・北谷ボウル 佐藤　義雄 81歳 東　京・高尾スターレーン 浅野　勝一 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
岩崎　邦彦 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 下田　順三 81歳 東　京・高尾スターレーン 辻　　伊佐男 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 山口　雅弘 81歳 長　野・ラウンドワンスタジアム長野店 藤川　市三 81歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 井田　勝久 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル
山内　正勝 81歳 佐　賀・ボウルアーガス 小倉　善二 81歳 東　京・立川スターレーン 蛯沢　隆喜 81歳 北海道・帯広スズランボウル 遠藤　文夫 81歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店 水野　善博 81歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 須田　泰正 81歳 群　馬・パークレーン高崎
吉川　伸 81歳 愛　知・スポルト名古屋 前田　正男 81歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 林　　則茂 81歳 香　川・坂出中央ボウル 大畑　成登 81歳 愛　知・アソビックスびさい 鈴木　巌 81歳 静　岡・トマトボウル 平岡　忠 81歳 奈　良・オプトボウルタカダ
川井　賢二 81歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 山崎　達男 81歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 佐藤　勇 81歳 東　京・平和島スターボウル 萩本　景亮 81歳 福　岡・折尾スターレーン 中村　久男 81歳 東　京・平和島スターボウル 大林　勲 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル
竹下　貫二 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 岡本　吉勝 81歳 青　森・ゆりの木ボウル 谷上　富次 81歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 安部　健二 81歳 千　葉・富津スターレーン 山田　勘一 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 高木　達彦 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
広谷　倉一 81歳 静　岡・浜松毎日ボウル 松岡　義隆 81歳 大　分・OBS BOWL 光藤　清二 81歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 池谷　久 81歳 静　岡・毎日ボウル芳川 大嶋　辰男 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 朝日　秀夫 81歳 愛　知・スポルト名古屋
杉本　重幸 81歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 小林　勝巳 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 中西　好 81歳 山　口・くだまつボウル 柴田　昌男 81歳 広　島・広電ボウル 松井　純一 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 三谷　重紀 81歳 千　葉・富津スターレーン
米澤　利信 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 山縣　邦宏 81歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 佐野　紀男 81歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 白川　益清 81歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 菅野谷健一 81歳 東　京・笹塚ボウル/荻窪ボウル 植本　勉 81歳 福　岡・折尾スターレーン
荻阪　貞順 81歳 神奈川・タチバナボウル 徳井　武助 81歳 愛　媛・桑名ボウル 才木　貢 81歳 大　阪・アルゴボウル 越智　敏昭 81歳 広　島・広電ボウル 入江　達士 81歳 福　岡・折尾スターレーン 伊藤　茂夫 81歳 神奈川・相模ファーストレーン
宮西　秀夫 81歳 愛　知・アソビックスかにえ 坂口　紀雄 81歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 菅野　孟 81歳 福　島・福島オークラボウル 桜井　有良 81歳 愛　知・スポルト名古屋 田中　嗣人 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 福島　敏明 81歳 北海道・千歳フジボウル
石黒　孝 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 原田　拓美 81歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 宮園　守 81歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 河合　長造 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 田中　弘司 81歳 東　京・高尾スターレーン 猪俣　千代喜 81歳 東　京・経堂ボウル
丹治　克之 81歳 群　馬・藤岡ボウル 櫻田　義明 81歳 東　京・荻窪ボウル 今泉　孝信 81歳 千　葉・富津スターレーン 高江洲義春 81歳 沖　縄・北谷ボウル 上地　光雄 81歳 沖　縄・北谷ボウル 阿部　正義 81歳 福　島・福島オークラボウル
岩田　雅義 81歳 静　岡・柿田川パークレーンズ/御殿場パークレーンズ 中野　光男 81歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 瀧口　健二 81歳 香　川・シーサイドボウル高松 青山　正 81歳 東　京・高尾スターレーン 井上　良人 81歳 福　岡・太宰府Jボウル 高須　龍治 81歳 静　岡・掛川毎日ボウル
水谷　清 81歳 三　重・アソビックスあさひ 角谷　忠治 81歳 東　京・平和島スターボウル 岩間　時夫 81歳 神奈川・タチバナボウル 横尾　龍輔 81歳 栃　木・足利スターレーン 坂井　克行 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 可知　稔 81歳 愛　知・スポルト名古屋
東　　政和 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 西出　勇 81歳 東　京・高尾スターレーン 黒田　泉 81歳 熊　本・司ボウル玉名 幸田　哲 81歳 東　京・荻窪ボウル 𠮷柳　勝秀 81歳 福　岡・フラワーボウル 谷口　孝一 81歳 福　岡・フラワーボウル
木本　秀次 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 河野　勝美 81歳 島　根・益田ボウリング 前田　肇 81歳 愛　知・アソビックスびさい 小金井昭夫 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 杉原　義則 81歳 愛　知・アソビックスかにえ 本田　稔 81歳 北海道・千歳フジボウル
高橋　秋夫 81歳 岐　阜・マーサボウル 水石　安俊 81歳 群　馬・藤岡ボウル 片平　充 81歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 布目　義和 81歳 愛　知・スポルト名古屋 会田　元昭 81歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 三田　茂 81歳 愛　媛・キスケKIT
岩橋　雅利 81歳 神奈川・川崎グランドボウル 長町　常夫 81歳 香　川・MG-BOWL 中丸　祥一 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 倉橋　信敏 81歳 香　川・坂出中央ボウル 阿部　紀夫 80歳 岩　手・盛岡スターレーン 尾崎　善克 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル
川村　悟 80歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 名越　孝夫 80歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 河瀬　章司 80歳 岐　阜・コスモボウル羽島 青木　義政 80歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 木村　福次郎 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 森川　忠男 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
関口　和令 80歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 安田　節也 80歳 千　葉・本八幡スターレーン 三枝　好博 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 田中　正美 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 内藤　晃 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 大野　照雪 80歳 東　京・荻窪ボウル
山下　敏彦 80歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 高和　嗣司 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 吉川　昇 80歳 香　川・坂出中央ボウル 加藤　洋 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 村田　安由 80歳 静　岡・毎日ボウル芳川 林　　昌文 80歳 神奈川・相模ファーストレーン
筒井　正 80歳 愛　知・名古屋グランドボウル 村山　栄一 80歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 牧　　俊一 80歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 池谷　福市 80歳 愛　知・アソビックスかにえ 椙田　隆 80歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 天野　隆二 80歳 岐　阜・コスモボウル羽島
中杉　泰造 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 小川　昌夫 80歳 福　岡・宗像シティボウル 宇佐田紀茂 80歳 東　京・経堂ボウル 河野　和之 80歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 赤木　紀男 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 湯浅　昌治 80歳 長　野・ヤングファラオ
福西　輝 80歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 八幡　正次 80歳 茨　城・日立ボウルクレーン 的野　洋祐 80歳 福　岡・フラワーボウル/太宰府Jボウル 千葉　辰馬 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 久志本武彦 80歳 三　重・アソビックスあさひ 野口　敏男 80歳 茨　城・坂東ファミリーボウル
松澤　孝治 80歳 長　野・ヤングファラオ 松林　忠宏 80歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 浜崎　紀明 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 鈴木　敏夫 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 伊藤　文夫 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 豊田　紘一郎 80歳 熊　本・LTBボウル水前寺
三輪　忠紀 80歳 愛　知・半田グランドボウル 松尾　卓治 80歳 長　崎・マリンボウル 赤畑　伍八 80歳 愛　知・スポルト名古屋 林　　威志 80歳 岐　阜・コスモボウル羽島 山本　和雄 80歳 北海道・ディノスボウル苫小牧 星野　宏 80歳 山　口・防府ゴールデンボール
佐藤　彰志 80歳 千　葉・富津スターレーン 福井　象三 80歳 埼　玉・アイビーボウル北本 手島　紀生 80歳 福　岡・折尾スターレーン 田中　富雄 80歳 三　重・サンパークレーン 杢屋　利一 80歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 和田　一吉 80歳 長　野・ヤングファラオ
堀内　由夫 80歳 東　京・高尾スターレーン 中村　昇治 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 吉田　好作 80歳 愛　知・スポルト名古屋 松村　進 80歳 山　口・ボウリングの・森 武藤　辰弘 80歳 岐　阜・コスモボウル羽島 信田　脩一 80歳 愛　知・半田グランドボウル
影山　紘次 80歳 栃　木・足利スターレーン 日笠　康夫 80歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム 新村　満弘 80歳 熊　本・菊陽ボウル 松倉　建一 80歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 神田　康弘 80歳 広　島・広電ボウル 反町　和久 80歳 群　馬・パークレーン高崎
芥川　好広 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 高橋　義充 80歳 愛　知・アソビックスびさい 吹田　康夫 80歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 白倉　嘉人 80歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 中村　英夫 80歳 静　岡・浜松毎日ボウル 前田　英政 80歳 大　阪・アルゴボウル
中村　政紀 80歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 岡本　輝雄 80歳 千　葉・本八幡スターレーン 大里　八朗 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 竹内　延尚 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 杉原　修 80歳 山　口・防府ゴールデンボール 面矢　忠彦 80歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
竹村　欣三 80歳 群　馬・藤岡ボウル 安心院和幸 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 平野　洋 80歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 森　　秀夫 80歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 田尻　敏昭 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 工藤　年盛 80歳 宮　崎・サンボウル
坂本　宏四郎 80歳 東　京・高田馬場グランドボウル/荻窪ボウル 白井　建次 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 平野　邦雄 80歳 静　岡・トマトボウル 福永　博徳 80歳 福　岡・フラワーボウル 山下　芳郎 80歳 東　京・荻窪ボウル 膳　　實 80歳 東　京・トミコシ高島平ボウル
松尾　勝之 80歳 長　崎・西肥シルバーボウル 佐々木勲 80歳 東　京・高尾スターレーン 竹村　仁 80歳 愛　知・スポルト名古屋 豊見山昭 80歳 沖　縄・マチナトボウル 関　　勲 80歳 大　分・OBS BOWL 平田　義則 80歳 鹿児島・サンライトゾーン
大野　充彦 80歳 東　京・東大和グランドボウル 山城　正夫 80歳 静　岡・掛川毎日ボウル 山城　春吉 80歳 沖　縄・マチナトボウル 澤谷　龍美 80歳 広　島・広電ボウル 大元　健一 80歳 和歌山・和歌山グランドボウル 尾郷　芳次 80歳 福　岡・宗像シティボウル
吉田　功 80歳 群　馬・藤岡ボウル 稲垣　良三 80歳 静　岡・掛川毎日ボウル 沖永　雅洋 80歳 岡　山・ネグザスボウル 大貫　勝夫 80歳 群　馬・桐生スターレーン 関　　孝三 80歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 石川　精一 80歳 栃　木・足利スターレーン
菅野　泰明 80歳 東　京・高田馬場グランドボウル/荻窪ボウル 根本　功 80歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 土門　完在 80歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 中沢　善男 80歳 長　野・ヤングファラオ 戸崎　康競 80歳 鳥　取・鳥取スターボウル 松岡　正明 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル
川崎　正憲 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 白鳥　勇 80歳 静　岡・トマトボウル 土井　鉱二郎 80歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 長坂　一彦 80歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 吉野　幸雄 80歳 福　島・福島オークラボウル 曽根　己好 80歳 群　馬・パークレーン高崎
井伊　剛 80歳 長　野・アピナボウル松本城山店 松嶋　茂 80歳 香　川・MG-BOWL 内田　正克 80歳 三　重・アソビックスあさひ 牧之瀬昭弘 80歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 西田　稔 80歳 岩　手・盛岡スターレーン 濱田　時禎 80歳 福　岡・太宰府Jボウル
及川　富男 80歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 猪井　日出次 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 金澤　和行 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 高岡　義美 80歳 熊　本・司ボウル玉名 下山　克己 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 今井　忠 80歳 栃　木・王冠ボウル
阿部　金治 80歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 堀内　紀一 80歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 濱田　幸雄 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 柴本　紘一 80歳 広　島・コロナキャットボウル福山店 渡辺　叶 80歳 栃　木・足利スターレーン 戸塚　栄一 80歳 静　岡・掛川毎日ボウル
坂本　幸男 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 平石　久夫 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 井上　清隆 80歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 大野　誉夫 80歳 三　重・サンパークレーン 田中　稔 80歳 長　崎・西肥シルバーボウル 早川　登 80歳 愛　知・スポルト名古屋
細谷　安彦 80歳 茨　城・スポーレボウル 金田　義輝 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 高崎　春夫 80歳 栃　木・足利スターレーン 佐藤　春己 80歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 高岡　善則 80歳 岐　阜・コスモボウル羽島 成冨　宏 80歳 佐　賀・ボウルアーガス
阿部　康雄 80歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 川口　勝利 80歳 長　野・ヤングファラオ 揚野　敏宏 80歳 大　分・OBS BOWL 田口　辰雄 80歳 福　岡・フラワーボウル 吉田　清治 80歳 東　京・高尾スターレーン 香月　敏 80歳 福　岡・折尾スターレーン
福間　正久 80歳 島　根・出雲会館センターボウル 三宅　驍 80歳 千　葉・富津スターレーン 石黒　賢右 80歳 富　山・立山グランドボウル 吉山　稔 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 遠田　武暉 80歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 牛丸　和彦 80歳 東　京・経堂ボウル
岩瀬　勲 80歳 栃　木・足利スターレーン 早川　仁 80歳 群　馬・桐生スターレーン 伊藤　篤男 80歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 渡辺　正義 80歳 福　岡・フラワーボウル 猪本　勲 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 中田　栄一郎 80歳 福　岡・フラワーボウル
安斎　敬 80歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 日下部一幸 80歳 福　岡・フラワーボウル 北澤　巧一 80歳 茨　城・大学ボウル水戸店 桑鶴　冨造 80歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 仲　　光男 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 佐藤　清美 80歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
太田　泰男 80歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 宮腰　瑞夫 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 池田　進 80歳 東　京・立川スターレーン 吉田　建作 80歳 神奈川・川崎グランドボウル 大堀　優 80歳 福　岡・太宰府Jボウル 徳永　陸雄 80歳 長　野・ラウンドワンスタジアム長野店
寺師　輝 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 加藤　公彦 80歳 熊　本・LTBボウル水前寺 石井　良三 80歳 北海道・千歳フジボウル 原田　神尾 80歳 山　梨・ダイトースターレーン双葉 鴨下　豊久 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 井出　昇 80歳 広　島・コロナキャットボウル福山店
天久　舜一 80歳 千　葉・本八幡スターレーン 川口　伸 80歳 大　分・OBS BOWL 山崎　英雄 80歳 愛　知・スポルト名古屋 池崎　昭彦 80歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 下川　喬 80歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 武田　和雄 80歳 静　岡・富士パークレーンズ
東　　馨 80歳 大　分・OBS BOWL 森　　孝弘 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 加藤　枝直 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 佐脇　光一郎 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 観音林孫彦 80歳 埼　玉・芝グランドボール 大川　美津男 80歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
齋藤　淳一 80歳 愛　知・スポルト名古屋 松本　義人 80歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 佐藤　忍 80歳 東　京・平和島スターボウル 秋月　紀男 80歳 福　岡・フラワーボウル 松尾　光夫 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 亜厂　慶和 80歳 埼　玉・所沢スターレーン
佐藤　昭 80歳 東　京・平和島スターボウル 小川　久蔵 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 広瀬　二郎 80歳 茨　城・勝田パークボウル 辻　　昭美 80歳 三　重・アソビックスあさひ 田中　武彦 80歳 広　島・ミスズボウル 大西　典生 80歳 愛　知・スポルト名古屋
西本　文良 80歳 熊　本・司ボウル玉名 嶋田　臣紀 80歳 山　口・下関ロイヤルボウル 岡田　知之 80歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 須本　旭男 80歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 内藤　健一 80歳 東　京・平和島スターボウル 船戸　義廣 80歳 兵　庫・神戸六甲ボウル
外波山義雄 80歳 静　岡・毎日ボウル芳川 池田　紀彦 80歳 北海道・千歳フジボウル 影山　孝行 80歳 広　島・ミスズボウル 肥田野進 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 新　　泰彦 80歳 岡　山・コーシンボウル 稗田　弘祐 80歳 福　岡・スポルト福岡
黒川　春一 80歳 愛　知・アソビックスかにえ 奥村　和彦 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 石川　荘山 80歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 高橋　忠 80歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 山口　貞昭 80歳 長　崎・西肥シルバーボウル 清水　宏明 80歳 静　岡・富士パークレーンズ
長沢　英二 80歳 北海道・千歳フジボウル 阪本　好伸 80歳 東　京・立川スターレーン 保阪　好夫 80歳 埼　玉・ジョイナスボウル 服部　徹 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 服部　克己 80歳 三　重・アソビックスあさひ 鮏川　満 80歳 東　京・経堂ボウル
吉田　敏男 80歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 上田　喜久夫 80歳 愛　知・スポルト名古屋 内藤　剛 80歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 杉浦　宣臣 80歳 愛　知・スポルト名古屋 吉田　正吉 80歳 埼　玉・松原スターボウル 梅景　徹 80歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム
安藤　光治 80歳 愛　知・スポルト名古屋 栗原　福次 80歳 東　京・高尾スターレーン 豊嶋　一博 80歳 長　崎・諫早パークレーン 石谷　勇 80歳 静　岡・トマトボウル 遠山　巌 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 高木　征三 80歳 広　島・ミスズボウル
竹下　健司 80歳 静　岡・毎日ボウル芳川 宇佐美孝 80歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 清水　文雄 80歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 久志本宜保 80歳 三　重・アソビックスあさひ 加藤　幸男 80歳 埼　玉・アイビーボウル北本 鈴木　昌樹 80歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店
西嶋　恒守 80歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 綿引　誠一 80歳 栃　木・足利スターレーン 小林　清次 80歳 北海道・千歳フジボウル 船越　治男 80歳 島　根・出雲会館センターボウル 小林　和市 80歳 埼　玉・アイビーボウル北本 深町　順市 80歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル
鳴海　貢 80歳 東　京・立川スターレーン 山本　毅 80歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 神谷　厚志 80歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 細尾　弘 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 富永　定雄 80歳 愛　知・スポルト名古屋 山中　洋三 80歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター
黒澤　剛 80歳 千　葉・本八幡スターレーン 鈴木　一之 80歳 静　岡・富士パークレーンズ 前川　信次郎 80歳 福　岡・折尾スターレーン 滝口　正巳 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 曽我　幸介 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 今野　芳美 80歳 栃　木・王冠ボウル
松井　武 80歳 福　岡・折尾スターレーン 南　　純潔 80歳 福　岡・折尾スターレーン 遠田　榮信 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 安食　富文 80歳 山　口・ボウリングの・森 内藤　順司 80歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 室岡　昭二 80歳 埼　玉・所沢スターレーン

村上　金長 82歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 酒井　利尚 82歳 愛　知・アソビックスびさい 草野　専二 82歳 福　岡・西新パレスボウル 倉田　祐二 82歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 浅井　昭雄 82歳 神奈川・ハマボール 中島　和夫 82歳 福　岡・フラワーボウル
橋本　昌久 82歳 静　岡・トマトボウル 岩下　昭義 82歳 大　分・OBS BOWL 田中　和昭 82歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 田島　敏宏 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 住井　立明 82歳 東　京・高尾スターレーン 三留　義夫 82歳 神奈川・相模ファーストレーン
氏家　勝昭 82歳 神奈川・タチバナボウル 津野　稔 82歳 東　京・荻窪ボウル 永峰　健一 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 嘉瀬井實 82歳 愛　知・アソビックスかにえ 林　　正義 82歳 愛　知・名古屋グランドボウル 倉品　実 82歳 埼　玉・春日部ターキーボウル
伊礼　要幸 82歳 沖　縄・マチナトボウル 安部　勝二 82歳 大　分・OBS BOWL 広瀬　健二 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 東　　陽志央 82歳 奈　良・オプトボウルタカダ 田中　正利 82歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 井川　忠 82歳 宮　崎・日南ボウル
谷花　邦彦 82歳 広　島・ミスズボウル 宮坂　貞夫 82歳 長　野・ヤングファラオ 門元　哲夫 82歳 大　阪・アルゴボウル 齊藤　勝利 82歳 愛　知・スポルト名古屋 白鳥　禎男 82歳 静　岡・トマトボウル 大里　一夫 82歳 栃　木・小山ゴールドレーン
毛利　幸雄 82歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 長門　直勝 82歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 佐原　勝夫 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 清水　咲也 82歳 東　京・経堂ボウル 内田　壱夫 82歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 野田　十郎 82歳 東　京・荻窪ボウル
山口　繁 82歳 岐　阜・マーサボウル 木村　貴英 82歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 神戸　道彰 82歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 平塚　進一 82歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 山口　俊男 82歳 北海道・ディノスボウル帯広 前津　臺男 82歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
米田　行宏 82歳 三　重・サンパークレーン 伊藤　學 82歳 山　口・防府ゴールデンボール 河野　哲也 82歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店 阪井　重勝 82歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター 光井　賢二 82歳 埼　玉・松原スターボウル 若林　武雄 82歳 埼　玉・SAP草加ボウル
大岩　留男 82歳 東　京・アイビーボウル向島 前田　延茂 82歳 愛　知・稲沢グランドボウル 北谷　武雄 82歳 愛　知・スポルト名古屋 松嶋　英雄 82歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 大場　教男 82歳 東　京・東大和グランドボウル 北澤　正彦 82歳 東　京・中野サンプラザボウル
林　　裕司 82歳 長　崎・西肥シルバーボウル 村上　昌則 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 浅原　睦夫 82歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 岩崎　光義 82歳 大　分・OBS BOWL 村上　育男 82歳 東　京・西東京レーン 服部　忠光 82歳 神奈川・タチバナボウル
藤田　静雄 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 長谷川良三 82歳 埼　玉・ジョイナスボウル 川野　重男 82歳 大　分・OBS BOWL 下西　虎男 82歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 佐藤　栄康 82歳 東　京・高田馬場グランドボウル/荻窪ボウル 前川　昇三 82歳 香　川・坂出中央ボウル
高木　信吉 82歳 東　京・荻窪ボウル 坂本　弘 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 長尾　元博 82歳 愛　知・稲沢グランドボウル 豊澤　幸雄 82歳 香　川・坂出中央ボウル 中村　長政 82歳 愛　知・半田グランドボウル 松本　武士 82歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
小野原一夫 82歳 神奈川・相模原パークレーンズ 飯森　栄三 82歳 長　野・アピナボウル松本城山店 井口　賢司 82歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 江場　満寿男 82歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 田中　定次 82歳 千　葉・富津スターレーン 森川　利夫 82歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店
山岸　康生 82歳 長　野・ヤングファラオ 高橋　勝士 82歳 広　島・コロナキャットボウル福山店 須藤　善之 82歳 東　京・高尾スターレーン 林田　勉 82歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 広田　功男 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 近藤　親賢 82歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店
加藤　恒美 82歳 愛　知・知立イーグルボウル/名古屋グランドボウル 渡辺　三男 82歳 千　葉・本八幡スターレーン 奥津　憲司 82歳 神奈川・ボウリングステージ　スマイルフィールド。 吉川　隆 82歳 北海道・ディノスボウル苫小牧 澤田　弘 82歳 岩　手・盛岡スターレーン 木下　稔 82歳 愛　知・アソビックスかにえ
馬淵　弘二 82歳 東　京・荻窪ボウル 寺島　太郎 82歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 伴　　正司 82歳 三　重・アソビックスあさひ 堀　　勝則 82歳 三　重・アソビックスあさひ 生沼　正伍 82歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 西部　啓伍 82歳 愛　媛・桑名ボウル
小林　義一 82歳 長　野・ヤングファラオ 飯田　藤治 82歳 茨　城・フジ取手ボウル 山﨑　陸統 82歳 広　島・ミスズボウル 田中　好民 82歳 佐　賀・ボウルアーガス 黒田　守計 82歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 田村　英雄 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル
矢田　圭一 82歳 鳥　取・米子YSPボウル 中村　辰彦 82歳 愛　知・半田グランドボウル 小倉　幸治 82歳 鳥　取・クイーンボウル 徳永　良雄 82歳 熊　本・司ボウル玉名 井上　忠克 82歳 東　京・東京ポートボウル 吉野　種彦 82歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
佐々木虎義 82歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 浅井　実 82歳 富　山・高岡スカイボウル 小池　信 82歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル/川崎グランドボウル 長岡　道明 82歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 千賀　保明 82歳 愛　知・スポルト名古屋 安藤　彰彦 82歳 長　野・ヤングファラオ
出口　澄夫 82歳 広　島・ミスズボウル 高田　柾雄 82歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 高津　正敬 82歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 亀丸　紘一 82歳 熊　本・司ボウル玉名 来崎　義一 82歳 長　崎・西肥シルバーボウル 伊藤　健二 82歳 埼　玉・所沢スターレーン
林　　武男 82歳 愛　知・知立イーグルボウル 犬塚　信治 82歳 佐　賀・伊万里スターボウル 志垣　三郎 82歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 福井　光雄 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 栗田　芳次 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 宮永　武夫 82歳 東　京・トミコシ高島平ボウル
東田　洋一 82歳 徳　島・スエヒロボウル 宮本　征一 82歳 東　京・平和島スターボウル 野田　正夫 82歳 静　岡・毎日ボウル芳川 藤澤　康隆 82歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 石川　俊輔 82歳 愛　媛・桑名ボウル 高橋　泰雄 82歳 千　葉・富津スターレーン
那須田政一 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 北村　弘昭 82歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 人見　晃二 82歳 栃　木・王冠ボウル 坂本　力 82歳 千　葉・本八幡スターレーン 八嶋　孝 82歳 静　岡・暖香園ボウル 宮城　宏允 82歳 千　葉・本八幡スターレーン
諏訪　健久 82歳 埼　玉・アイビーボウル北本 桂川　光三 82歳 岩　手・マッハランド 秋本　亮祐 82歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 原　　幸一 82歳 福　岡・宗像シティボウル 宮坂　薫嗣 82歳 長　野・アピナボウル松本城山店 田中　重雄 82歳 山　梨・大丸パークレーンズ
穂刈　嗣郎 82歳 千　葉・本八幡スターレーン 安田　豊佳 82歳 広　島・広電ボウル 井草　順三 82歳 神奈川・相模ファーストレーン 浦崎　真也 82歳 沖　縄・スカイレーン 石原　勝彦 82歳 愛　知・名古屋グランドボウル 新井　修治 82歳 東　京・西東京レーン
大下　眞琴 82歳 島　根・出雲会館センターボウル 上村　好正 82歳 東　京・経堂ボウル 早川　栄一 82歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 田中　清嗣 82歳 広　島・ミスズボウル 倉田　宗能 82歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店 田中　昌平 82歳 岐　阜・コスモボウル羽島
後藤　実 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 山中　俊明 82歳 奈　良・オプトボウルタカダ 清水　透 82歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 清野　竹男 82歳 山　梨・大丸パークレーンズ 白籏　三郎 82歳 千　葉・北小金ボウル 永田　利憲 82歳 三　重・アソビックスあさひ
中村　浩二 82歳 香　川・シーサイドボウル高松 山本　巧 82歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 小林　一夫 82歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 寺本　実 82歳 愛　知・スポルト名古屋 松浦　淳雄 82歳 福　岡・桃園シティボウル 友寄　景昭 82歳 沖　縄・スカイレーン
橋本　貞夫 82歳 栃　木・足利スターレーン 田中　照夫 82歳 奈　良・トドロキボウル 佐久間忠重 82歳 東　京・蒲田IMONボウル 岡村　勲 82歳 東　京・立川スターレーン 佐藤　忠 82歳 北海道・千歳フジボウル 長尾　義守 82歳 東　京・トミコシ高島平ボウル
小林　裕一 82歳 愛　知・アソビックスかにえ 山口　務 82歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 山内　義雄 82歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 善波　武 82歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 鈴木　源治 82歳 静　岡・毎日ボウル芳川 大野　靖生 82歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
村松　敏之 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 荒木　智晴 82歳 神奈川・ハマボール 松浦　啓三郎 82歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 北條　繁 82歳 福　岡・折尾スターレーン 石岡　重一 82歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 村井　宏好 82歳 神奈川・江の島ボウリングセンター
半田　眞一 82歳 長　崎・諫早パークレーン 三谷　忠義 82歳 徳　島・スエヒロボウル 中山　時雄 82歳 愛　知・アソビックスかにえ 高橋　正道 82歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 浅井　三幸 82歳 愛　知・スポルト名古屋 谷口　豊 82歳 愛　知・アソビックスかにえ
古関　陸男 82歳 茨　城・日立ボウルクレーン 勝野　定幸 82歳 静　岡・トマトボウル 丸山　善広 82歳 長　野・アピナボウル松本城山店 渡辺　正勝 82歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 立花　久夫 82歳 長　崎・西肥シルバーボウル 白井　一郎 82歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店
福田　貞夫 82歳 広　島・ミスズボウル 佐々木良雄 82歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 宮本　勇一 82歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 青木　正男 82歳 東　京・笹塚ボウル 河北　修起 82歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 池田　正剛 82歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
田坂　貢一 82歳 福　岡・小嶺シティボウル 杉山　秀夫 82歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 稲原　章雄 82歳 静　岡・毎日ボウル芳川 吉井　祐輔 82歳 北海道・千歳フジボウル 山口　勇 82歳 栃　木・足利スターレーン 田中　照男 82歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム
因幡　貞夫 82歳 福　岡・折尾スターレーン 武藤　軍司 82歳 佐　賀・ボウルアーガス 望月　好夫 82歳 静　岡・神明ボウル 竹山　幸雄 82歳 北海道・千歳フジボウル 河野　實 82歳 熊　本・司ボウル玉名 鈴木　弘剛 82歳 静　岡・トマトボウル
新村　孝行 82歳 静　岡・浜松毎日ボウル 印南　兼三郎 82歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 亀村　和夫 82歳 埼　玉・所沢スターレーン 有馬　宏明 82歳 奈　良・オプトボウルタカダ 杉本　一男 81歳 福　岡・太宰府Jボウル 鳥越　政春 81歳 宮　崎・宮崎エースレーン
酒井　利尚 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 田嶋　淳 81歳 群　馬・エメラルドボウル 丸岡　哲夫 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 淡路　紹哉 81歳 東　京・アイビーボウル向島 横山　芳美 81歳 静　岡・毎日ボウル芳川/掛川毎日ボウル 岸　　重雄 81歳 千　葉・本八幡スターレーン
横山　忠克 81歳 熊　本・LTBボウル水前寺 桜　　重武 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 東　　正剛 81歳 福　岡・フラワーボウル 片山　梯雄 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 北原　二郎 81歳 神奈川・ハマボール 石井　渥 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル
天野　猛 81歳 徳　島・スエヒロボウル 比嘉　眞照 81歳 沖　縄・スカイレーン 池渕　博也 81歳 鳥　取・米子YSPボウル 山田　捷典 81歳 神奈川・相模原パークレーンズ 藤井　政明 81歳 東　京・高尾スターレーン 小石　敏興 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
桂木　邦佳 81歳 福　岡・桃園シティボウル 山下　均 81歳 三　重・久居ボウリングセンター 上野　晃制 81歳 福　岡・フラワーボウル 坂東　末弘 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 中谷　冨治 81歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 渋谷　嘉彦 81歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
堤　　悦夫 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 大野　雄司 81歳 愛　知・アソビックスびさい 柳瀬　賢治 81歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 田中　裕 81歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 山口　実 81歳 三　重・アソビックスあさひ 橿渕　一男 81歳 栃　木・王冠ボウル
寺田　秋広 81歳 静　岡・袋井グランドボウル 大貫　進 81歳 静　岡・掛川毎日ボウル 小関　鐡雄 81歳 東　京・平和島スターボウル 川上　昌三 81歳 香　川・坂出中央ボウル 加藤　孝 81歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 横井　勝亮 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店
澤村　昌俊 81歳 福　岡・フラワーボウル 宇田川清 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 堀越　和男 81歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 税所　四男 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 井上　溢久 81歳 静　岡・毎日ボウル芳川 古川　治 81歳 茨　城・大学ボウル土浦本店
竹内　重高 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 廣田　勝美 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 本庄　利明 81歳 福　岡・フラワーボウル 神津　圭佑 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 滝沢　応寿 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル 峰　　允男 81歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
染谷　増雄 81歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 鈴木　康仁 81歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 姫野　鷹治 81歳 大　分・OBS BOWL 武藤　貢樹 81歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 八木橋紀行 81歳 福　島・福島オークラボウル 山城　良三 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
増子　二三男 81歳 東　京・高尾スターレーン 中尾　廣喜 81歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 小田原昭雄 81歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 安田　浩 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 安野　宏道 81歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 兼次　正明 81歳 沖　縄・北谷ボウル
南里　忠勝 81歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 平野　鉄夫 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル 佐々木浄 81歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 村上　良二 81歳 富　山・立山グランドボウル 山田　昇治 81歳 大　阪・アルゴボウル 味澤　壮 81歳 神奈川・相模ファーストレーン
服部　功 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 四宮　修二 81歳 東　京・高尾スターレーン 幡原　宏 81歳 鳥　取・米子YSPボウル 竪本　隆 81歳 広　島・広電ボウル 大野　勇雄 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 若原　彰 81歳 東　京・高尾スターレーン
久保　洋 81歳 広　島・ミスズボウル 波平　和夫 81歳 東　京・東大和グランドボウル 石川　太二 81歳 福　島・福島オークラボウル 松本　元美 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本 小川　行男 81歳 岐　阜・マーサボウル 田中　晃司 81歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
馬島　洋 81歳 福　岡・太宰府Jボウル 田川　格 81歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 大矢　勝行 81歳 愛　知・スポルト名古屋 米須　清光 81歳 沖　縄・マチナトボウル 小早川一夫 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 外間　長眞 81歳 沖　縄・マチナトボウル
久保田幸宏 81歳 広　島・ミスズボウル 久野　元 81歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 荒田　節次 81歳 東　京・経堂ボウル 原田　進 81歳 佐　賀・ボウルアーガス 神田　晴美 81歳 大　分・OBS BOWL 坂本　圀男 81歳 東　京・平和島スターボウル
薮崎　不二雄 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 遠藤　安雄 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本 高柳　二千六百年 81歳 福　岡・フラワーボウル 上村　文彦 81歳 千　葉・富津スターレーン 五十嵐孝 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 田中　敏市 81歳 島　根・益田ボウリング
八尋　好春 81歳 福　岡・太宰府Jボウル 藤田　信夫 81歳 茨　城・大学ボウル水戸店 壬生　貞夫 81歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 小野寺紀治 81歳 宮　城・気仙沼さくらボウル 山内　恒 81歳 福　岡・フラワーボウル 近藤　清治 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
荒川　国弘 81歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 湯沢　一海 81歳 岩　手・マッハランド/盛岡スターレーン 山本　正人 81歳 三　重・サンパークレーン 横張　金吾 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本 堀本　純夫 81歳 山　口・ボウリングの・森 岡野　三郎 81歳 千　葉・本八幡スターレーン
廣瀬　良次 81歳 東　京・荻窪ボウル 秋江　直美 81歳 岐　阜・コスモボウル羽島 西田　善春 81歳 福　岡・折尾スターレーン 溝江　嘉人 81歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店 和田　市太郎 81歳 群　馬・藤岡ボウル 安藤　勝 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
鈴野　明 81歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 山田　正之 81歳 広　島・広島パークレーン 白子　広三 81歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 武藤　明展 81歳 東　京・東大和グランドボウル 石川　修 81歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 髙木　昭次 81歳 熊　本・司ボウル玉名
酒井　浩二 81歳 愛　知・名古屋グランドボウル 中村　宏二 81歳 山　口・ボウリングの・森 中森　正昭 81歳 大　阪・アルゴボウル 加藤　隆憲 81歳 山　口・下関ロイヤルボウル 濱崎　省二 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 菅原　急一 81歳 岩　手・盛岡スターレーン
竹村　紘一 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 小林　司 81歳 山　梨・都留ファミリーボウル 稲留　偉皓 81歳 福　岡・太宰府Jボウル 大島　達男 81歳 愛　知・稲沢グランドボウル 沢井　健一郎 81歳 宮　崎・サンボウル 内山　継躬 81歳 岩　手・盛岡スターレーン
尾﨑　勝彦 81歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 森谷　斉 81歳 三　重・サンパークレーン 井出　裕光 81歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 千葉　良五郎 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 加賀屋靖人 81歳 埼　玉・芝グランドボール 原　　義勝 81歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店
熊田　健治 81歳 東　京・高尾スターレーン 小栗　弘夫 81歳 東　京・荻窪ボウル 相馬　正信 81歳 三　重・久居ボウリングセンター 安藤　和恭 81歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 潮田　務 81歳 大　分・OBS BOWL 原田　今朝男 81歳 静　岡・浜松毎日ボウル
栗林　秀夫 81歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 山下　宏 81歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 小竹　秀和 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 上村　博保 81歳 静　岡・浜松毎日ボウル 藤田　勲 81歳 香　川・MG-BOWL 矢田　一男 81歳 茨　城・日立ボウルクレーン
矢野　卓巳 81歳 山　口・くだまつボウル 森　　喜一 81歳 長　野・ラウンドワンスタジアム長野店 山形　義五郎 81歳 埼　玉・芝グランドボール 杉森　達夫 81歳 富　山・立山グランドボウル 渡辺　一成 81歳 岐　阜・関ボウリングセンター 金澤　輝雄 81歳 長　野・ヤングファラオ
上酔尾親弘 81歳 鹿児島・サンライトゾーン 渡辺　力 81歳 山　口・防府ゴールデンボール 小林　英雄 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 大串　好春 81歳 長　崎・西肥シルバーボウル 高田　光生 81歳 福　岡・フラワーボウル 山崎　秀雄 81歳 北海道・千歳フジボウル
村上　利幸 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 坂上　伸夫 81歳 大　分・OBS BOWL 須貝　正 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 真嶋　幸一 81歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 高橋　和栄 81歳 北海道・ディノスボウル帯広 大西　信男 81歳 愛　知・スポルト名古屋
大沼　修爾 81歳 埼　玉・SAP草加ボウル 石山　泰浩 81歳 神奈川・タチバナボウル 藤本　篤 81歳 東　京・高尾スターレーン 坂本　義之 81歳 群　馬・桐生スターレーン 横山　睦雄 81歳 神奈川・タチバナボウル 矢島　雅一 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本
宇佐美義男 81歳 千　葉・富津スターレーン 藤井　暉由 81歳 三　重・アソビックスあさひ 坂野　宏 81歳 愛　知・幸田セントラルボウル 西本　栄司 81歳 富　山・立山グランドボウル 斎藤　潔 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 板垣　正勝 81歳 静　岡・御殿場パークレーンズ
豊村　賢治 81歳 静　岡・神明ボウル 伴野　禎三 81歳 愛　知・アソビックスびさい 貝塚　和雄 81歳 千　葉・富津スターレーン 大村　裕 81歳 千　葉・富津スターレーン 山村　正行 81歳 北海道・ディノスボウル帯広 神武　芳嗣 81歳 福　岡・スポルト福岡
関　　慶一 81歳 福　岡・フラワーボウル 野本　浩 81歳 東　京・東京ポートボウル 小倉　正和 81歳 北海道・千歳フジボウル 阿部　俊雄 81歳 東　京・荻窪ボウル/高田馬場グランドボウル 鳥羽　勝喜 81歳 大　分・OBS BOWL 江口　満昭 81歳 神奈川・相模ファーストレーン
若林　昇 81歳 奈　良・オプトボウルタカダ 遠藤　五郎 81歳 愛　媛・キスケKIT 平出　清隆 81歳 東　京・笹塚ボウル 関根　勝誉 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 川村　尚彦 81歳 神奈川・相模ファーストレーン 阿部　英明 81歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
梶　　康正 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本 山中　彰 81歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム 上原　幸助 81歳 沖　縄・スカイレーン 柳井　久司 81歳 群　馬・桐生スターレーン 原田　芳行 81歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 渡辺　榮造 81歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店
小俣　忠久 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 本永　秀一 81歳 千　葉・本八幡スターレーン 櫻井　務 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 鬼木　俊一 81歳 熊　本・司ボウル玉名 松尾　正右 81歳 熊　本・司ボウル玉名 黒岩　敏光 81歳 茨　城・フジ取手ボウル
高橋　勝康 81歳 東　京・立川スターレーン 齋藤　紀夫 81歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 宮崎　紀代士 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 山本　史芳 81歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 中野　善夫 81歳 福　岡・フラワーボウル 堀　　勇吉 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
保利　博明 81歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 町田　和英 81歳 長　野・ヤングファラオ 高橋　覚 81歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 加藤　和紘 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 石澤　義雄 81歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 清水　甲子夫 81歳 静　岡・袋井グランドボウル
植田　国雄 81歳 香　川・MG-BOWL 岩切　徹 81歳 茨　城・フジ取手ボウル 三浦　義彦 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 中島　正行 81歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 西林　正明 81歳 山　口・下関ロイヤルボウル 関田　宏 81歳 東　京・東大和グランドボウル
鬼沢　幸雄 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 関　　辰夫 81歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 奥山　浩三 81歳 東　京・平和島スターボウル 亀田　憲一 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 奥　　義弘 81歳 石　川・レジャーランボウル 宇野　道好 81歳 茨　城・勝田パークボウル
菅　　正信 81歳 福　岡・太宰府Jボウル 三沢　正弘 81歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 宇野　保 81歳 岐　阜・マーサボウル 稲永　浩一 81歳 香　川・坂出中央ボウル 荒巻　正視 81歳 福　岡・スポルト福岡 藤岡　征支 81歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店
小野瀬朝寶 81歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 阿久津宣弘 81歳 埼　玉・所沢スターレーン 吉田　雄三 81歳 東　京・西東京レーン 大作　和平 81歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 金剛　和雄 81歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 倉田　昌和 81歳 静　岡・毎日ボウル芳川
浅野　昇 81歳 岐　阜・コスモボウル羽島 山口　昭俊 81歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 小野瀬進 81歳 茨　城・勝田パークボウル 菅沼　和弘 81歳 静　岡・浜松毎日ボウル 大塚　昭吾 81歳 埼　玉・アイビーボウル北本 田島　邦浩 81歳 茨　城・坂東ファミリーボウル
辻　　正美 81歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 若山　浩國 81歳 静　岡・浜松毎日ボウル 大塚　紀博 81歳 三　重・アソビックスあさひ 池田　紘治 81歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 野田　元彦 81歳 福　島・福島オークラボウル 阿部　信也 81歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル
吉田　則夫 81歳 福　島・福島オークラボウル 西村　隆司 81歳 三　重・サンパークレーン 堀脇　龍男 81歳 鹿児島・サンライトゾーン 石塚　堅司 81歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 渡辺　幸弥 81歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 太郎良義彦 81歳 東　京・東大和グランドボウル
新納　馨 81歳 千　葉・富津スターレーン 近藤　亮 81歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 木村　明治 81歳 東　京・西東京レーン 奥津　和男 81歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター/神奈中平塚ボウル 田中　龍雄 81歳 福　岡・桃園シティボウル 桐本　正則 81歳 香　川・太洋ボウル
松本　輝夫 81歳 神奈川・相模原パークレーンズ 福田　健之 81歳 香　川・太洋ボウル 三浦　新三 81歳 宮　城・気仙沼さくらボウル 高橋　豪康 81歳 広　島・広島パークレーン 芳賀　聰 81歳 大　分・OBS BOWL 鈴木　恒夫 80歳 静　岡・御殿場パークレーンズ
亀山　怡佐夫 80歳 愛　知・アソビックスびさい 岡崎　勇夫 80歳 福　岡・折尾スターレーン 松林　繁明 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 加藤　金吾 80歳 三　重・アソビックスあさひ 江崎　克補 80歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店 青葉　徹 80歳 茨　城・スポーレボウル
小林　昭治 80歳 東　京・高尾スターレーン 岸本　竹司 80歳 沖　縄・北谷ボウル 江崎　總一 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 徳本　辰雄 80歳 鳥　取・米子YSPボウル 井石　征吾 80歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 國本　初雄 80歳 佐　賀・伊万里スターボウル
茂山　伊豆夫 80歳 栃　木・足利スターレーン 藤森　秀幸 80歳 静　岡・浜松毎日ボウル 馬場　英忠 80歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 鬼頭　孝寿 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 伊藤　文雄 80歳 茨　城・大学ボウル水戸店 平野　正博 80歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル
藤枝　アキオ 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 朝井　洵 80歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 江藤　勝 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 新田　昌男 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 新井　伊助 80歳 群　馬・桐生スターレーン 岩川　龍一 80歳 静　岡・トマトボウル
佐藤　和彦 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 前田　豊 80歳 静　岡・トマトボウル 岩佐　次男 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 古本　泊 80歳 広　島・広島パークレーン 喜久知明 80歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 林　　賢志 80歳 長　崎・西肥シルバーボウル
國平　元昭 80歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 桑原　健二 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 長峯　清光 80歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 加藤　紀久也 80歳 愛　知・名古屋グランドボウル 沖野　隆章 80歳 広　島・広島パークレーン 有賀　英成 80歳 静　岡・トマトボウル
白戸　光吾 80歳 東　京・西東京レーン 鈴木　基之 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 有村　和郎 80歳 福　岡・フラワーボウル 野口　美喜男 80歳 群　馬・パークレーン高崎 小林　博 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 進藤　寿夫 80歳 兵　庫・神戸六甲ボウル
宮部　亮岳 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 田仲　明 80歳 山　口・ボウリングの・森 見分　清一 80歳 香　川・シーサイドボウル高松 半田　幸男 80歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 小塩　彰 80歳 静　岡・浜松毎日ボウル 粟田　泰弘 80歳 香　川・坂出中央ボウル
熊抱　俊彦 80歳 福　岡・太宰府Jボウル 清澄　正之 80歳 山　口・防府ゴールデンボール 中野　文雄 80歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 林　　紘一 80歳 神奈川・ハマボール 並木　昭則 80歳 埼　玉・芝グランドボール 浜崎　義則 80歳 三　重・サンパークレーン
斉藤　冨士夫 80歳 福　岡・折尾スターレーン 佐藤　隆二 80歳 東　京・平和島スターボウル 杉山　幹年 80歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 小林　正幸 80歳 神奈川・川崎グランドボウル 沖田　幸市 80歳 三　重・アソビックスあさひ 松下　嘉信 80歳 愛　知・アソビックスかにえ
近藤　憲司 80歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム 菅沼　洋輔 80歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 岡本　光史 80歳 福　岡・フラワーボウル 松村　元紀 80歳 東　京・立川スターレーン 伊藤　次司 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 小野　好昭 80歳 茨　城・大学ボウル水戸店
苔口　康雄 80歳 広　島・コロナキャットボウル福山店 和田　春夫 80歳 東　京・経堂ボウル 内田　英男 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 小笠原善久 80歳 奈　良・オプトボウルタカダ/トドロキボウル 原田　実秋 80歳 宮　崎・宮崎エースレーン 渡辺　道生 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
錦織　紀夫 80歳 鳥　取・米子YSPボウル 榎本　幸夫 80歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 斎藤　俊幸 80歳 三　重・アソビックスあさひ 石塚　善一 80歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 中北　文生 80歳 三　重・サンパークレーン 鈴木　紀美 80歳 埼　玉・芝グランドボール
本間　秀生 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 長嶋　秀世 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 配島　由次 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 小野　俊美 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 河村　十郎 80歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 清原　今朝勝 80歳 大　分・OBS BOWL
白崎　勉 80歳 北海道・千歳フジボウル 高尾　正輔 80歳 静　岡・トマトボウル 永田　佐登司 80歳 静　岡・藤枝グランドボウル 松本　吉笙 80歳 愛　知・スポルト名古屋 斉田　敏明 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 牧野　福雄 80歳 埼　玉・芝グランドボール
岡野　利男 80歳 愛　知・アソビックスかにえ 関口　紀一 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 馬場　紀一 80歳 東　京・高尾スターレーン 井手　敏彦 80歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 山田　亨 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 武田　俊二 80歳 静　岡・掛川毎日ボウル
辻田　治男 80歳 東　京・東大和グランドボウル 磯部　宏一 80歳 静　岡・毎日ボウル芳川 太田　正雄 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 馬場　嘉一 80歳 新　潟・サウンドボウル見附店 今成　岩吉 80歳 東　京・西東京レーン 中村　昇 80歳 福　岡・フラワーボウル
木下　聖兜 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 田辺　文喜 80歳 群　馬・藤岡ボウル 山本　一正 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 高良　義則 80歳 沖　縄・スカイレーン 森田　秀夫 80歳 千　葉・富津スターレーン 渡口　隼見 80歳 愛　媛・桑名ボウル
海老原淑胤 80歳 東　京・東京ドームボウリングセンター 新井　健夫 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 野村　光郎 80歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 椛田　弘文 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 鷲野　潔 80歳 愛　知・アソビックスびさい 依田　政夫 80歳 東　京・平和島スターボウル
伊藤　正己 80歳 三　重・アソビックスあさひ 菊池　賢市 80歳 岩　手・盛岡スターレーン 廣田　政夫 80歳 岩　手・盛岡スターレーン 高本　和博 80歳 佐　賀・伊万里スターボウル 藤本　慶造 80歳 大　阪・アルゴボウル 野間元義明 80歳 広　島・ミスズボウル
飯野　晃 80歳 群　馬・パークレーン高崎 森口　勝宏 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 増田　明彦 80歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 鬼島　秀幸 80歳 東　京・立川スターレーン 秋山　福彌 80歳 福　岡・フラワーボウル 五月女正己 80歳 福　岡・太宰府Jボウル
堀口　修司 80歳 埼　玉・芝グランドボール 長島　芳雄 80歳 東　京・立川スターレーン 上野　一信 80歳 熊　本・LTBボウル水前寺 濱田　紀男 80歳 大　阪・アルゴボウル 工藤　俊雄 80歳 岩　手・盛岡スターレーン 河野　正次 80歳 北海道・パシフィックボウル
木村　伴一 80歳 静　岡・神明ボウル 高橋　義信 80歳 群　馬・パークレーン高崎 若松　節一 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 森永　一通 80歳 静　岡・藤枝グランドボウル 金原　和義 80歳 広　島・コロナキャットボウル福山店 遠藤　昇 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
金城　善栄 80歳 沖　縄・北谷ボウル 及川　富男 80歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 高山　忠徳 80歳 宮　崎・西都ヤングボウル 森川　享 80歳 静　岡・トマトボウル 笹村　清 80歳 富　山・高岡スカイボウル 岩村　秀立 80歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
棚原　盛吉 80歳 沖　縄・マチナトボウル 梅沢　恭夫 80歳 神奈川・相模原パークレーンズ 大下　芳彦 80歳 奈　良・オプトボウルタカダ 海老澤英雄 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 池田　満 80歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 長嶋　一麿 80歳 福　岡・太宰府Jボウル
斉藤　紘一 80歳 大　分・OBS BOWL 内海　幸男 80歳 静　岡・神明ボウル 川崎　敏達 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 田中　紀道 80歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 管　　久弘 80歳 大　分・OBS BOWL 山本　智司 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
山崎　一司 80歳 愛　知・半田グランドボウル 渡邉　泰行 80歳 東　京・東大和グランドボウル 大地　康弘 80歳 東　京・平和島スターボウル 松井　幹夫 80歳 広　島・ミスズボウル 小池　敏昭 80歳 福　島・福島オークラボウル 井田　砌 80歳 鳥　取・米子YSPボウル
大塚　功貢 80歳 広　島・ミスズボウル 新井　英雄 80歳 群　馬・桐生スターレーン 金野　文夫 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 近藤　忠明 80歳 北海道・千歳フジボウル 大迫　正義 80歳 長　崎・西肥シルバーボウル 佐々木甲子郎 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
森田　剛士 80歳 栃　木・足利スターレーン 西岡　幹彦 80歳 奈　良・トドロキボウル 池松　正治 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 坪子　治郎 80歳 栃　木・足利スターレーン 戸坂　政盛 80歳 埼　玉・所沢スターレーン 野崎　昭光 80歳 千　葉・本八幡スターレーン
伊藤　賢治 80歳 愛　知・アソビックスかにえ 前川　浅生 80歳 三　重・サンパークレーン 水谷　光雄 80歳 千　葉・富津スターレーン 守田　龍平 80歳 福　岡・フラワーボウル 広瀬　直樹 80歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 塩合　恒生 80歳 東　京・平和島スターボウル
馬場　好彦 80歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 石本　民男 80歳 福　岡・折尾スターレーン 花井　治夫 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル 本間　眞一 80歳 東　京・高尾スターレーン 佐藤　勝 80歳 鳥　取・米子YSPボウル 福岡　和福 80歳 愛　知・稲沢グランドボウル
柴田　恒善 80歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 河村　嘉男 80歳 愛　知・スポルト名古屋 小和田善夫 80歳 群　馬・パークレーン高崎 寺本　泰博 80歳 福　岡・宗像シティボウル 高橋　正治 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 広瀬　慶親 80歳 愛　媛・桑名ボウル
小野　慎一郎 80歳 広　島・ミスズボウル 荻野　政治 80歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 石井　孝 80歳 千　葉・富津スターレーン 富村　英生 80歳 福　岡・太宰府Jボウル 阿久澤静治 80歳 群　馬・桐生スターレーン 松島　照忠 80歳 東　京・トミコシ高島平ボウル
氏家　威 80歳 埼　玉・アイビーボウル北本 加藤　清 80歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 黒原　忠悳 80歳 広　島・コロナキャットボウル福山店 木下　敏幸 80歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 西嶋　孝 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 中嶋　佳久 80歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
田中　光雄 80歳 埼　玉・松原スターボウル 武谷　義昭 80歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 与儀　孝 80歳 沖　縄・マチナトボウル 吉原　頼一 80歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 夏目　和男 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 大石　貢 80歳 静　岡・浜松毎日ボウル
原田　政司 80歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 新倉　徳一 80歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 大林　治之 80歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 佐藤　安美 80歳 大　分・OBS BOWL 高橋　義隆 80歳 東　京・東京ドームボウリングセンター 中川　守泰 80歳 三　重・アソビックスあさひ
岡本　賢二 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 菅沼　幸治 80歳 静　岡・掛川毎日ボウル 結城　敞 80歳 富　山・立山グランドボウル 横坂　正行 80歳 群　馬・桐生スターレーン 谷村　恵造 80歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 山崎　隆 80歳 福　岡・折尾スターレーン
吉田　一豊 80歳 栃　木・足利スターレーン 吉川　喬 80歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 鳩根　敏宏 80歳 大　阪・アルゴボウル 浦野　昌夫 80歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 浅井　伸次 80歳 愛　知・アソビックスかにえ 多田　哲雄 80歳 東　京・荻窪ボウル
後藤　淑明 80歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 中村　進一 80歳 東　京・荻窪ボウル 鹿住　寿夫 80歳 愛　知・スポルト名古屋 上原　州惟 80歳 沖　縄・マチナトボウル 喜入　辰夫 80歳 鹿児島・サンライトゾーン 宇土　喜久夫 80歳 神奈川・相模ファーストレーン
梅村　欣伯 80歳 愛　知・半田グランドボウル 鷲野　壮一 80歳 愛　知・スポルト名古屋 松本　三男 80歳 東　京・東京ドームボウリングセンター 五十嵐平治 80歳 北海道・千歳フジボウル 岡田　日出巳 80歳 広　島・コロナキャットボウル福山店 平野　辰己 80歳 静　岡・トマトボウル
赤荻　隆 80歳 福　岡・フラワーボウル 杉浦　勝美 80歳 愛　知・スポルト名古屋 飯田　地伴 80歳 静　岡・掛川毎日ボウル 小川　勝見 80歳 愛　知・名古屋グランドボウル 阪下　喜一郎 80歳 静　岡・神明ボウル/トマトボウル 山口　富也 80歳 大　阪・アルゴボウル
佐藤　四郎 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 中川　一義 80歳 長　野・ヤングファラオ 前田　俊明 80歳 北海道・千歳フジボウル 長沼　孝至 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 三露　洋介 80歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店 斉藤　伸二郎 80歳 東　京・高尾スターレーン
喜多原寛 80歳 福　岡・宗像シティボウル 萩原　勝美 80歳 三　重・アソビックスあさひ 大島　登 80歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 波多野武臣 80歳 東　京・経堂ボウル 内山　茂樹 80歳 山　口・下関ロイヤルボウル 清家　茂 80歳 静　岡・トマトボウル
村山　君男 80歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 大石　真弥 80歳 山　口・ボウリングの・森 簡野　孝順 80歳 東　京・平和島スターボウル 西尾　嘉隆 80歳 愛　知・スポルト名古屋 永田　研 80歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 上武　正司 80歳 栃　木・足利スターレーン
高田　文夫 80歳 愛　媛・キスケKIT 尾崎　宏 80歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 岩本　義行 80歳 神奈川・相模ファーストレーン 永井　雪雄 80歳 愛　知・スポルト名古屋 斎藤　明夫 80歳 静　岡・掛川毎日ボウル 伊藤　正行 80歳 愛　知・アソビックスかにえ
村川　雄一郎 80歳 香　川・MG-BOWL 村端　英雄 80歳 千　葉・富津スターレーン 大友　武 80歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 柘植　俊明 80歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 岡田　義男 80歳 静　岡・浜松毎日ボウル 亀岡　良行 80歳 埼　玉・ジョイナスボウル

権堂　安幸 84歳 福　岡・小嶺シティボウル 青木　保夫 84歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 杉山　光司 84歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 圷　　孝幸 84歳 茨　城・勝田パークボウル 堀　　邦光 84歳 神奈川・相模ファーストレーン
矢矧　実 84歳 東　京・新小岩サニーボール 山崎　義夫 84歳 長　野・アピナボウル松本城山店 安達　新一 84歳 鳥　取・米子YSPボウル 山本　盛雄 84歳 宮　城・コロナキャットボウル仙台店 佐藤　誠 84歳 愛　知・スポルト名古屋
南　　和廣 84歳 佐　賀・伊万里スターボウル 中内　善明 84歳 神奈川・相模ファーストレーン 平石　誠 84歳 東　京・池袋ロサボウル 秋山　忠史 84歳 東　京・立川スターレーン 横田　武弘 84歳 佐　賀・伊万里スターボウル
岡　　三郎 84歳 東　京・笹塚ボウル 小塚　浩 84歳 愛　知・スポルト名古屋 木佐貫輝男 84歳 福　岡・折尾スターレーン 宮本　豊 84歳 広　島・松永ベイボウル 石川　章二 84歳 静　岡・ビラ江戸屋ボウル
和智　實 84歳 東　京・高尾スターレーン 橋本　浩一 84歳 東　京・アイビーボウル向島 市川　勝 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 功刀　喜長 84歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 野辺　利夫 84歳 埼　玉・アイビーボウル北本
村上　教巨 84歳 福　岡・フラワーボウル 勝山　令二 84歳 静　岡・トマトボウル 川合　俊明 84歳 群　馬・桐生スターレーン 金平　兼吉 84歳 神奈川・相模ファーストレーン 俵積田高博 84歳 奈　良・オプトボウルタカダ
廣松　基成 84歳 長　崎・西肥シルバーボウル 山本　一光 84歳 東　京・高尾スターレーン 土田　巌 84歳 静　岡・暖香園ボウル 保利　武彦 84歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 芳賀　五郎 84歳 埼　玉・松原スターボウル
安藤　森春 84歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 井上　栄二郎 84歳 東　京・東大和グランドボウル 森田　一郎 84歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 川添　正志 84歳 北海道・千歳フジボウル 吉本　健治 84歳 福　岡・フラワーボウル
来福　健二 84歳 鳥　取・米子YSPボウル 善那　悟 84歳 愛　知・名古屋グランドボウル 小倉　一晃 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 菊池　市三 84歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 小野　博隆 84歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
成瀬　伊男 84歳 愛　知・春日井グランドボウル 菅原　利秋 84歳 東　京・中野サンプラザボウル 齋藤　功 84歳 埼　玉・所沢スターレーン 宮崎　弘 84歳 愛　知・スポルト名古屋 石川　正三郎 84歳 東　京・平和島スターボウル
佐藤　八郎 84歳 新　潟・サウンドボウル六日町店 馬場　仁 84歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 百武　英次郎 84歳 佐　賀・ボウルアーガス 加藤　昭 84歳 愛　知・知立イーグルボウル 山口　敏之 84歳 愛　知・アソビックスびさい
東原　松二 84歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 原武　毅 84歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 田上　國武 84歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 丸山　正 84歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 芝岡　義男 84歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター
桑田　茂 84歳 北海道・ディノスボウル苫小牧 荒木　弘道 84歳 福　岡・西新パレスボウル 西田　稔 84歳 奈　良・トドロキボウル 高木　彬 84歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 千葉　三喜男 84歳 山　形・ヤマコーボウル
大谷内孝 84歳 埼　玉・松原スターボウル 浅野　昭二 84歳 群　馬・桐生スターレーン 石田　隆徳 84歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 浜野　峰一 84歳 鳥　取・米子YSPボウル 永田　恭敏 84歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
藤井　章三 84歳 静　岡・毎日ボウル芳川 今井　護 84歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 平良　盛勇 84歳 沖　縄・スカイレーン 土屋　隆 84歳 神奈川・タチバナボウル 長谷川晴男 84歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店
後藤　昌弘 84歳 静　岡・浜松毎日ボウル 福田　尚充 84歳 大　分・OBS BOWL 内藤　秀夫 84歳 宮　城・コロナキャットボウル仙台店 大力　住夫 84歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 野村　明 84歳 愛　知・半田グランドボウル
齊藤　純夫 84歳 東　京・立川スターレーン 和田　俊明 84歳 神奈川・タチバナボウル 武田　信昭 84歳 北海道・苫小牧中央ボウル 佐々木潔 84歳 香　川・シーサイドボウル高松 木村　道雄 84歳 岡　山・ネグザスボウル
東郷　学 84歳 長　崎・諫早パークレーン 松崎　康則 84歳 埼　玉・所沢スターレーン 秦　　直康 84歳 広　島・広電ボウル 和田　政雄 84歳 神奈川・相模ファーストレーン 堀畑　光男 84歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店
堀田　秀夫 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 佐藤　務 84歳 福　島・福島オークラボウル 長井　浩 84歳 愛　知・稲沢グランドボウル 尾嶋　真一 84歳 神奈川・ボウリングステージ　スマイルフィールド。 渦岡　敬一 84歳 香　川・シーサイドボウル高松
加納　富士高 84歳 愛　知・知立イーグルボウル 八巻　昌助 84歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 川上　一松 84歳 東　京・笹塚ボウル 飯田　治男 84歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 吉田　隆 84歳 埼　玉・ニューパールレーン武里
吉田　鶴吉 84歳 神奈川・タチバナボウル 友澤　保義 84歳 愛　媛・桑名ボウル 石橋　照雄 84歳 茨　城・勝田パークボウル 大田　悦司 84歳 山　口・下関ロイヤルボウル 佐藤　明 84歳 山　形・ヤマコーボウル
石川　十二 84歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 北村　宗弘 84歳 岐　阜・コスモボウル羽島 中山　巍秀 84歳 広　島・広電ボウル 芦原　善平 84歳 福　岡・西新パレスボウル 田村　康夫 84歳 北海道・千歳フジボウル
今野　春志 84歳 神奈川・川崎グランドボウル 久保山開司 84歳 静　岡・藤枝グランドボウル 石本　哲男 84歳 広　島・広電ボウル 相沢　泰治 84歳 埼　玉・所沢スターレーン 片山　富男 84歳 愛　知・スポルト名古屋
中野　丞二 84歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 杉田　伊三夫 84歳 千　葉・富津スターレーン 松村　靖弘 84歳 東　京・東大和グランドボウル 末永　亮 84歳 宮　城・コロナキャットボウル仙台店 山本　昇志 84歳 静　岡・浜松毎日ボウル
三浦　孝吉 84歳 青　森・ゆりの木ボウル 下岡　正剛 84歳 千　葉・富津スターレーン 奥山　廣司 84歳 静　岡・毎日ボウル芳川 坪田　清治 84歳 千　葉・本八幡スターレーン 石崎　隆 84歳 埼　玉・SAP草加ボウル
斉藤　孝雄 84歳 東　京・平和島スターボウル 中村　誠也 84歳 東　京・SAP日野ボウル 山形　瞬治 84歳 鳥　取・米子YSPボウル 松井　優 84歳 静　岡・浜松毎日ボウル 金子　達馬 84歳 東　京・立川スターレーン
錦織　通雄 84歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 宇佐見政雄 84歳 茨　城・フジ取手ボウル 太田　義信 84歳 愛　知・スポルト名古屋 尾池　義保 84歳 香　川・シーサイドボウル高松 菅原　利久 84歳 静　岡・暖香園ボウル
猪野　賢 84歳 千　葉・本八幡スターレーン 神田　邦徳 84歳 東　京・東大和グランドボウル 尾崎　義博 84歳 福　岡・宗像シティボウル 奥村　満富 84歳 三　重・アソビックスあさひ 尾崎　弘隆 84歳 愛　知・アソビックスびさい
小山田秀男 84歳 栃　木・王冠ボウル 佐野　光彦 84歳 東　京・高尾スターレーン 小室　邦夫 84歳 東　京・高田馬場グランドボウル 渡邊　秀男 84歳 北海道・千歳フジボウル 押山　孝 84歳 東　京・世田谷オークラボウル
田中　繁幸 84歳 北海道・ディノスボウル帯広 大塚　篤 84歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 山口　實 84歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 大畑　三千男 84歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター 樋口　正晴 84歳 千　葉・富津スターレーン
三好　貞男 84歳 愛　媛・保内ボウル 山田　成二 84歳 愛　知・スポルト名古屋 田中　正 84歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 野林　正宏 84歳 福　岡・西新パレスボウル 小林　忠義 84歳 長　野・ヤングファラオ
大橋　武 84歳 三　重・アソビックスあさひ 上口　和雄 84歳 静　岡・御殿場パークレーンズ/富士パークレーンズ 青木　保 84歳 群　馬・パークレーン高崎 茨田　武次郎 84歳 東　京・平和島スターボウル 石原　國雄 84歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
高橋　昭雄 84歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 野口　強 84歳 神奈川・相模ファーストレーン 久保　隆男 84歳 群　馬・桐生スターレーン 森　　安雄 84歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 笹沼　勝男 84歳 茨　城・大学ボウル水戸店
窪田　孝昭 84歳 東　京・東大和グランドボウル 増田　辰男 84歳 静　岡・毎日ボウル芳川 長谷川雄一 84歳 東　京・笹塚ボウル 蔵宗　忠司 84歳 北海道・釧路パレスボウル 藤岡　誠司 84歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
岩下　聆 84歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 関本　東是夫 84歳 神奈川・ハマボール 沢山　力 84歳 長　野・ラウンドワンスタジアム長野店 一田山正弘 84歳 香　川・太洋ボウル 岡室　進 84歳 和歌山・新宮東宝ボウル
木村　正 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 今泉　正弘 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 大塚　清 84歳 神奈川・神奈中平塚ボウル 小松　清孝 84歳 宮　城・気仙沼さくらボウル 百瀬　力男 84歳 静　岡・毎日ボウル芳川
加藤　俊夫 84歳 埼　玉・アイビーボウル北本 三宅　卓 84歳 広　島・コロナキャットボウル福山店 桜井　清 84歳 神奈川・相模ファーストレーン/相模原パークレーンズ 川内　今朝治 84歳 香　川・シーサイドボウル高松 長尾　友善 84歳 福　岡・西新パレスボウル
石田　昇 84歳 香　川・坂出中央ボウル 保田　正武 84歳 青　森・ゆりの木ボウル 加藤　勝康 84歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 浦野　法正 84歳 愛　知・スポルト名古屋 坂下　義正 84歳 東　京・東京ポートボウル
杉浦　元一 84歳 愛　知・アソビックスかにえ 徳永　聡明 83歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター 河野　二夫 83歳 鹿児島・サンライトゾーン 重盛　明彦 83歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 滝沢　康平 83歳 埼　玉・所沢スターレーン
青木　宗孝 83歳 福　岡・折尾スターレーン 遠田　巌 83歳 東　京・立川スターレーン 吉永　雄児 83歳 福　岡・折尾スターレーン 片桐　英雄 83歳 北海道・釧路パレスボウル 高野　敬二 83歳 東　京・経堂ボウル
中井　三男 83歳 山　口・防府ゴールデンボール 井上　邦雄 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 佐藤　敬司 83歳 神奈川・タチバナボウル 岡崎　勇介 83歳 富　山・立山グランドボウル 小池　二三男 83歳 愛　知・アソビックスかにえ
佐伯　昌英 83歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 日比野哲 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 松川　隆一 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 植田　俊一 83歳 鳥　取・鳥取スターボウル 和田　公男 83歳 宮　崎・宮崎エースレーン
深町　勝男 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 林　　伸好 83歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 小椋　秋広 83歳 鳥　取・クイーンボウル 三田　國男 83歳 千　葉・北小金ボウル 村松　和夫 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル
佐藤　功司 83歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 細谷　章 83歳 千　葉・本八幡スターレーン 吉田　勇孝 83歳 岩　手・盛岡スターレーン 阿萬　光弘 83歳 宮　崎・宮崎エースレーン 木村　時夫 83歳 静　岡・柿田川パークレーンズ
八木　俊實 83歳 鳥　取・鳥取スターボウル 松浦　茂 83歳 千　葉・富津スターレーン 山崎　高春 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 萱原　征美 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 堀田　正勝 83歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店
馬渡　芳朗 83歳 佐　賀・ボウルアーガス 長坂　正威 83歳 福　岡・小嶺シティボウル 成實　明夫 83歳 愛　知・名古屋グランドボウル 後　　導治 83歳 広　島・広電ボウル 有山　武史 83歳 神奈川・江の島ボウリングセンター
林　　繁光 83歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 杉浦　英夫 83歳 愛　知・星が丘ボウル 松永　丹 83歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 横川　勝一 83歳 東　京・経堂ボウル 大西　和雄 83歳 茨　城・日立ボウルクレーン
蝶野　千秋 83歳 北海道・ディノスボウル帯広 井上　雅章 83歳 東　京・荻窪ボウル 伊藤　久保 83歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 大久保勝秋 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 中野　一芳 83歳 茨　城・大学ボウル土浦本店
山田　桂三 83歳 東　京・東京ポートボウル 浅井　幸朋 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 北角　敏行 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 山下　修弘 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 大美　雅三 83歳 愛　知・岡崎グランドボウル
後藤　新次 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 片桐　正己 83歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 林　　功 83歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 安福　隆 83歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター 内田　勗 83歳 宮　崎・宮崎エースレーン
高田　欣也 83歳 岐　阜・コスモボウル羽島 朝倉　稔之 83歳 福　岡・フラワーボウル 中村　孝四郎 83歳 長　野・ヤングファラオ 富川　啓一 83歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 古平　隆 83歳 神奈川・神奈中平塚ボウル
倉沢　勲 83歳 静　岡・暖香園ボウル 新羅　正行 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 鳴田　文雄 83歳 愛　媛・桑名ボウル 太田　敏男 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 山本　進 83歳 愛　知・スポルト名古屋
早川　光雄 83歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 小林　国雄 83歳 青　森・ゆりの木ボウル 小林　国晏 83歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 長澤　吉夫 83歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 秋篠　利雄 83歳 大　分・OBS BOWL
大城　實 83歳 東　京・笹塚ボウル 吉田　猛 83歳 東　京・笹塚ボウル 河崎　健治 83歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 菅原　四郎 83歳 東　京・平和島スターボウル 溝上　巌 83歳 愛　知・幸田セントラルボウル
片岡　義之 83歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 照屋　忠士 83歳 沖　縄・スカイレーン 長谷川辰雄 83歳 静　岡・掛川毎日ボウル 高橋　輝雄 83歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 谷崎　達夫 83歳 福　岡・折尾スターレーン
加畑　征雄 83歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 伊東　政好 83歳 静　岡・毎日ボウル芳川 加田　寅一 83歳 神奈川・ハマボール 三谷　勝次 83歳 東　京・東京ポートボウル 桜田　由松 83歳 神奈川・相模ファーストレーン
水上　隆志 83歳 北海道・千歳フジボウル 植田　英靖 83歳 熊　本・松橋ボウリングセンター 秋山　優 83歳 愛　媛・桑名ボウル 池永　信一 83歳 大　阪・アルゴボウル 西浦　忠運 83歳 愛　知・幸田セントラルボウル
山田　勇 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 山口　一雄 83歳 茨　城・勝田パークボウル 近藤　章二 83歳 愛　知・スポルト名古屋 北原　利孝 83歳 福　岡・フラワーボウル 細川　清 83歳 長　崎・諫早パークレーン
中村　正行 83歳 静　岡・毎日ボウル芳川 後藤　重和 83歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 於久　敏勝 83歳 大　分・日田アストロボウル 砂川　正輝 83歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 田近　文夫 83歳 埼　玉・所沢スターレーン
松下　幸夫 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 春田　直人 83歳 千　葉・富津スターレーン 渡辺　巌 83歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 中嶋　政廣 83歳 新　潟・サウンドボウル六日町店 柴田　豊 83歳 佐　賀・ファズボウリングセンター
山口　巌 83歳 岐　阜・コスモボウル羽島/稲沢グランドボウル 高着　吉和 83歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 塩野　昭治 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 溝口　時寛 83歳 静　岡・袋井グランドボウル 安孫子忠雄 83歳 東　京・経堂ボウル
松井　俊昭 83歳 広　島・広島パークレーン 中村　香 83歳 鹿児島・サンライトゾーン 阿部　洋 83歳 山　口・防府ゴールデンボール 鈴木　康雄 83歳 東　京・アイビーボウル向島 小林　文雄 83歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店
野中　春男 83歳 東　京・平和島スターボウル 横山　登 83歳 神奈川・タチバナボウル 中根　通友 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 丑舘　忠 83歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店 石田　隼人 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
中川　武夫 83歳 静　岡・毎日ボウル芳川 渡辺　茂 83歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 関口　利作 83歳 東　京・経堂ボウル 伊藤　友美 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 並木　正和 83歳 埼　玉・所沢スターレーン
藤井　勝久 83歳 愛　知・スポルト名古屋 高橋　賢二 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 中野　昭吉 83歳 静　岡・毎日ボウル芳川 小林　学 83歳 佐　賀・伊万里スターボウル 大和田茂 83歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店
山下　晴男 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 浜田　俊一 83歳 鳥　取・米子YSPボウル 久瀬　勝彦 83歳 岐　阜・コスモボウル羽島 石田　忠男 83歳 山　口・くだまつボウル 大久保重忠 83歳 長　野・ヤングファラオ
平川　正治 83歳 熊　本・司ボウル玉名 北爪　冨士男 83歳 群　馬・桐生スターレーン 粕谷　利八 83歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 北井　幸次 83歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 西谷　和義 83歳 奈　良・トドロキボウル
土井　力 83歳 岡　山・コーシンボウル 池浦　秀鞆 83歳 熊　本・菊陽ボウル/ボウリング王国スポルト熊本店 長田　孝夫 83歳 山　梨・ダイトースターレーン双葉 黒澤　潔 83歳 香　川・坂出中央ボウル/丸亀スターボウル 伊藤　孝雄 83歳 茨　城・大学ボウル土浦本店
四方田保 83歳 群　馬・藤岡ボウル 五十嵐正信 83歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 佐藤　重徳 83歳 福　島・福島オークラボウル 山森　慶三 83歳 奈　良・オプトボウルタカダ 脇﨑　昭雄 83歳 広　島・広電ボウル
鈴木　基弘 83歳 静　岡・トマトボウル 内藤　俊晴 83歳 愛　知・アソビックスびさい 森　　正明 83歳 徳　島・スエヒロボウル 吉川　進 83歳 愛　知・名古屋グランドボウル 板垣　重雄 83歳 宮　崎・都城ハイレーンズ
福田　光弘 83歳 群　馬・桐生スターレーン 河野　博之 83歳 広　島・広島パークレーン 見田　由彦 83歳 愛　知・アソビックスかにえ 高橋　輝雄 83歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 瓦吹　武 83歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
出口　龍生 83歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 井口　陽次 83歳 愛　知・スポルト名古屋 西川　徐雄 83歳 愛　知・知立イーグルボウル 海野　広道 83歳 静　岡・トマトボウル 新保　喜久雄 83歳 三　重・ラウンドワン津・高茶屋店
中山　宏司 83歳 埼　玉・SAP草加ボウル 小林　稔 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 庄司　讓 83歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 鈴木　忠 83歳 北海道・釧路パレスボウル 吉之元範義 83歳 宮　崎・宮崎エースレーン
川村　光造 83歳 栃　木・王冠ボウル 齋藤　康雄 83歳 長　野・ヤングファラオ 古山　俊美 83歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 横山　信造 83歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 宮本　昌樹 83歳 徳　島・スエヒロボウル
村尾　亘彦 83歳 鳥　取・米子YSPボウル 柳下　衛 83歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 秩父　正市 83歳 三　重・サンパークレーン 飯島　登良夫 83歳 埼　玉・ジョイナスボウル 中村　泰雄 83歳 神奈川・相模ファーストレーン
今吉　時雄 83歳 東　京・世田谷オークラボウル 宮鼻　正人 83歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 片岸　秀幸 83歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 宇田川岩雄 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 浅野　昌之 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル
岡本　定雄 83歳 静　岡・富士パークレーンズ 八木　康長 83歳 愛　媛・桑名ボウル 神田　忍 83歳 愛　知・アソビックスかにえ 塚越　哲 83歳 群　馬・パークレーン高崎 木薮　久義 83歳 大　分・OBS BOWL
吉野　茂 83歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 塘　　達雄 83歳 福　岡・折尾スターレーン 横山　正美 83歳 埼　玉・SAP草加ボウル 山崎　一也 83歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 金箱　英喜 83歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店
上野　勝申 83歳 東　京・荻窪ボウル 竹中　利金 83歳 愛　知・スポルト名古屋 岡田　徳幸 83歳 広　島・松永ベイボウル 大渕　威 83歳 神奈川・タチバナボウル 山本　重和 83歳 愛　知・スポルト名古屋
居相　吉弘 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 加納　久也 83歳 鳥　取・米子YSPボウル 齋藤　進 83歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 北山　武羅夫 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 小島　金次 83歳 群　馬・桐生スターレーン
志田　仁己 83歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 平林　長久 83歳 愛　知・稲沢グランドボウル 河内　昭圓 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 川口　進一 83歳 東　京・立川スターレーン 川井　義孝 83歳 静　岡・掛川毎日ボウル
谷口　善治 83歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 河原　宏誠 83歳 東　京・経堂ボウル 後藤　幸雄 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 苅谷　信行 83歳 愛　知・スポルト名古屋 前田　義博 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店

佐藤　忠敬 84歳 宮　城・プレナミヤギ 島村　芳明 84歳 千　葉・本八幡スターレーン 古家　龍生 84歳 熊　本・菊陽ボウル 仲田　時彦 84歳 広　島・広電ボウル 菊池　久 84歳 岩　手・盛岡スターレーン
寺澤　豊明 84歳 愛　知・スポルト名古屋 藤崎　繁賢 84歳 福　岡・フラワーボウル 清藤　諄一 84歳 奈　良・トドロキボウル 石田　右 84歳 鳥　取・クイーンボウル 鈴木　實 84歳 茨　城・坂東ファミリーボウル
佐藤　信博 84歳 埼　玉・松原スターボウル 山脇　一良 84歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 奥村　道広 84歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 村木　哲二 84歳 東　京・世田谷オークラボウル 山下　修 84歳 静　岡・富士パークレーンズ
岡田　秀男 84歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 岡田　文治 84歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 宮田　勉 84歳 富　山・立山グランドボウル 田崎　眞 84歳 神奈川・相模ファーストレーン 畦町　勲 84歳 沖　縄・マチナトボウル
川島　勉 84歳 静　岡・掛川毎日ボウル 塚原　角二 84歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 佐藤　保麿 84歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 斉木　修二 84歳 広　島・ミスズボウル 正木　政雄 84歳 東　京・立川スターレーン
石川　益也 84歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 坂梨　幸男 84歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 川島　文夫 84歳 宮　崎・宮崎エースレーン 泉　　裕 84歳 佐　賀・ボウルアーガス 斉藤　たかし 84歳 三　重・サンパークレーン
田中　一徳 84歳 福　岡・フラワーボウル 野村　敬 84歳 東　京・西東京レーン 相庭　健司 84歳 千　葉・富津スターレーン 中村　文義 84歳 福　岡・太宰府Jボウル 渡邉　家定 84歳 岩　手・盛岡スターレーン
土屋　保夫 84歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 佐藤　力 84歳 千　葉・本八幡スターレーン 森井　孝一 84歳 広　島・ミスズボウル 田中　盛次 84歳 群　馬・パークレーン高崎 笹生　進 84歳 千　葉・富津スターレーン
大貫　璋泰 84歳 大　分・日田アストロボウル/OBS BOWL 丸山　良助 84歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 松本　荘幸 84歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 田中　克昌 84歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 白浜　敏 84歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
板垣　孝典 84歳 東　京・笹塚ボウル 古賀　明 84歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 田中　義治 84歳 静　岡・富士パークレーンズ 小村　唯春 84歳 愛　媛・キスケKIT 大橋　喜美雄 84歳 福　岡・桃園シティボウル
上野　敏雄 84歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 川上　博布 84歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 高木　隆至 84歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 下條　一郎 84歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 加藤　満男 84歳 神奈川・江の島ボウリングセンター/タチバナボウル
小菅　春由 84歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 松田　一廣 84歳 愛　知・アソビックスびさい 川本　幸男 84歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 木村　公三 84歳 広　島・広電ボウル 曽我　健二 84歳 埼　玉・所沢スターレーン
源馬　和雄 84歳 静　岡・浜松毎日ボウル 末国　一義 84歳 岡　山・ネグザスボウル 松原　雄一 84歳 東　京・荻窪ボウル 東久保晴海 84歳 鹿児島・サンライトゾーン 岩崎　道雄 84歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
小谷　健郎 84歳 熊　本・司ボウル玉名 大野　勝 84歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 古林　繁男 84歳 徳　島・スエヒロボウル 長島　俊男 84歳 宮　城・コロナキャットボウル仙台店 中村　登 84歳 埼　玉・所沢スターレーン
熊谷　勇喜 84歳 宮　城・気仙沼さくらボウル 田村　俊一 84歳 栃　木・足利スターレーン 桧垣　宗三 84歳 愛　媛・桑名ボウル 田中　喜久雄 84歳 愛　知・アソビックスかにえ 宮原　喜邦 84歳 千　葉・富津スターレーン
青木　英夫 84歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 古市　利幸 84歳 熊　本・菊陽ボウル 柏木　久生 84歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店 國分　哲夫 84歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 大森　暁二 84歳 三　重・アソビックスあさひ
金子　博明 84歳 徳　島・スエヒロボウル 中光　敏員 84歳 広　島・広電ボウル 古川　正弘 84歳 熊　本・司ボウル玉名 峯村　和人 84歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 下村　義恒 84歳 埼　玉・アイビーボウル北本
船田　長生 84歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 坂本　一男 84歳 北海道・千歳フジボウル 𠮷田　亮二 84歳 愛　知・東名ボール 東　　早苗 84歳 熊　本・司ボウル玉名 山下　俊次 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
渋谷　憲昭 84歳 愛　知・スポルト名古屋 森川　芳郎 84歳 愛　媛・キスケKIT 倉根　住嘉 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 丸橋　保正 84歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 杉浦　弘二 84歳 愛　知・スポルト名古屋
原田　三男 84歳 長　野・ヤングファラオ 田中　国明 84歳 千　葉・富津スターレーン 郡司　守康 84歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 田中　好美 84歳 愛　知・名古屋グランドボウル 伊野　正春 84歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
中村　英生 84歳 鳥　取・米子YSPボウル 長村　康宏 84歳 愛　知・春日井グランドボウル 栗原　吉士 84歳 東　京・高尾スターレーン 宮崎　宏 84歳 千　葉・本八幡スターレーン 山田　武雄 84歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店
安田　憲正 84歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 小林　司 84歳 長　野・アピナボウル安曇野店 大庭　幹雄 84歳 福　岡・折尾スターレーン 鈴木　義久 84歳 静　岡・ビラ江戸屋ボウル 虎口　芳春 84歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
笹田　哲也 84歳 岩　手・盛岡スターレーン 佐藤　志良男 84歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 山田　和章 84歳 愛　知・アソビックスかにえ 戎井　宜雄 84歳 宮　崎・宮崎エースレーン 松永　清人 84歳 広　島・広島パークレーン
八木　茂 84歳 東　京・立川スターレーン 岩埜　敬一 84歳 千　葉・富津スターレーン 内山　照雄 84歳 東　京・中野サンプラザボウル 隠田　公一 84歳 東　京・立川スターレーン 岩波　忠之 84歳 東　京・高尾スターレーン
檀上　広満 84歳 広　島・キャッスルボウル福山 萱本　良雄 84歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 鈴木　宏明 84歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 鈴木　忠一 84歳 岐　阜・コスモボウル羽島 木村　正保 84歳 富　山・立山グランドボウル
鈴木　洋一 84歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 金子　榮男 84歳 神奈川・ハマボール 金原　正幸 84歳 静　岡・浜松毎日ボウル 羽富　利 84歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 大塚　祥司 84歳 岐　阜・マーサボウル
鈴木　豊一 84歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 林　　正也 84歳 山　口・ボウリングの・森 佐藤　康夫 84歳 静　岡・浜松毎日ボウル 成田　英一 84歳 岐　阜・多治見パークレーンズ 村上　照夫 84歳 広　島・松永ベイボウル
小林　進 84歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 村山　功 84歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター 吉田　祐蔵 84歳 岩　手・盛岡スターレーン 大橋　健二 84歳 神奈川・ハマボール 岩坂　悦男 84歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
堀川　祐司 84歳 静　岡・浜松毎日ボウル 風岡　豊 84歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 川合　一郎 84歳 岐　阜・コスモボウル羽島 山本　喜六 84歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 小泉　寅雄 84歳 鳥　取・クイーンボウル
長谷川潔 84歳 東　京・東大和グランドボウル 伊藤　典男 84歳 静　岡・神明ボウル 数納　清吉 84歳 北海道・苫小牧中央ボウル 常世田昌 84歳 神奈川・ハマボール 諌山　信喜 84歳 大　分・日田アストロボウル
田中　尚武 84歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 澤田　章二朗 84歳 埼　玉・所沢スターレーン 下梁　三郎 84歳 愛　知・アソビックスびさい 坂本　聖志 84歳 福　岡・フラワーボウル 小川原英典 84歳 埼　玉・春日部ターキーボウル
横山　孝治 84歳 岐　阜・マーサボウル 中村　文三 84歳 広　島・広電ボウル 岩永　忠則 84歳 愛　知・岡崎グランドボウル 松尾　英彦 84歳 長　崎・西肥シルバーボウル 山下　稔 84歳 徳　島・スエヒロボウル
結城　久 84歳 宮　崎・宮崎エースレーン 酒井　有造 84歳 東　京・平和島スターボウル 今泉　宣利 84歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 山本　昌宏 84歳 栃　木・王冠ボウル 前田　庸男 84歳 福　岡・フラワーボウル
古松　宏友 84歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 荒木　都志彦 84歳 神奈川・ハマボール 吉田　和馬 84歳 佐　賀・ボウルアーガス 越井　毅 84歳 東　京・高田馬場グランドボウル 小池　吉二 84歳 神奈川・タチバナボウル
越後谷稔 84歳 北海道・釧路パレスボウル 武富　弘行 84歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 矢羽々栄三郎 84歳 青　森・ゆりの木ボウル 初谷　良輔 84歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 鈴木　進吾 84歳 静　岡・柿田川パークレーンズ
米沢　良己 84歳 長　野・ヤングファラオ 白石　實矢 84歳 熊　本・司ボウル玉名 小曽川勝次 84歳 埼　玉・松原スターボウル 野原　清春 84歳 沖　縄・エナジックボウル サザン 岡本　力 84歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店
池内　謙吾 84歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 坂野　静雄 84歳 東　京・東大和グランドボウル 中井　清隆 84歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 伊藤　真一 84歳 福　岡・フラワーボウル 佐藤　泰弘 84歳 埼　玉・所沢スターレーン
小林　一雄 84歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 多田　耕造 84歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 高橋　征也 84歳 東　京・立川スターレーン 萬代　進 84歳 島　根・出雲会館センターボウル 杉浦　森廣 84歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店
井上　敏行 84歳 三　重・サンパークレーン 増田　正二 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 清水　暁彦 83歳 北海道・千歳フジボウル 渡部　赫夫 83歳 福　島・福島オークラボウル 福田　隆永 83歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店
大橋　健二 83歳 静　岡・毎日ボウル芳川 後藤　保 83歳 神奈川・川崎グランドボウル 杉田　幸昶 83歳 三　重・サンパークレーン 古畑　実 83歳 長　野・アピナボウル松本城山店 伊藤　秀夫 83歳 神奈川・相模ファーストレーン
杉浦　武 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 梅田　敏之 83歳 茨　城・フジ取手ボウル 神先　喜明 83歳 奈　良・トドロキボウル 岡本　旦 83歳 東　京・立川スターレーン 松浦　芳治 83歳 茨　城・大学ボウル土浦本店
松田　實 83歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 長谷川勝 83歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 西尾　秋男 83歳 佐　賀・ボウルアーガス 近藤　宗一 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 北川　守 83歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店
杉本　実 83歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 星　　仁見 83歳 岩　手・盛岡スターレーン 吉井　正次 83歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 本間　昇 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 平野　政男 83歳 千　葉・富津スターレーン
北村　勝義 83歳 佐　賀・ボウルアーガス 井上　公 83歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 佐藤　時生 83歳 大　分・OBS BOWL 小池　勇 83歳 神奈川・タチバナボウル 西山　茂樹 83歳 長　野・ヤングファラオ
松島　明 83歳 静　岡・神明ボウル 堀渕　勝正 83歳 岡　山・ネグザスボウル 赤見坂喜克 83歳 熊　本・司ボウル玉名 眞継　季夫 83歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム 山田　治 83歳 茨　城・フジ取手ボウル
東城　忠男 83歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 中川　治三郎 83歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 佐藤　英夫 83歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 藤原　栄治 83歳 愛　知・稲沢グランドボウル 丸山　一美 83歳 香　川・MG-BOWL
吉田　庄一 83歳 神奈川・相模ファーストレーン 木暮　尚 83歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 水野　孝志 83歳 愛　知・知立イーグルボウル 土方　仙之助 83歳 東　京・立川スターレーン 八木　克憲 83歳 山　口・防府ゴールデンボール
山口　才智雄 83歳 長　野・ヤングファラオ 静間　聖 83歳 大　阪・アルゴボウル 藤井　和美 83歳 山　口・ボウリングの・森 千葉　忠雄 83歳 神奈川・ハマボール 田中　信也 83歳 大　分・OBS BOWL
佐藤　久仁男 83歳 東　京・笹塚ボウル 石沢　正義 83歳 神奈川・タチバナボウル 橋本　正義 83歳 福　岡・折尾スターレーン 坂崎　良輔 83歳 福　岡・フラワーボウル 久保　武司 83歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル
近藤　公寛 83歳 山　口・くだまつボウル 崎山　千秋 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 鈴木　計 83歳 愛　知・知立イーグルボウル 関　　友三郎 83歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 木村　友成 83歳 広　島・広島パークレーン
天野　皓夫 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル/毎日ボウル芳川 小山　祐考 83歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 石井　正一 83歳 群　馬・桐生スターレーン 藤原　弘行 83歳 大　阪・ボウリング王国スポルト十三店 相場　登 83歳 栃　木・足利スターレーン
二神　久蔵 83歳 奈　良・オプトボウルタカダ 益山　敬 83歳 富　山・立山グランドボウル 姫田　正義 83歳 徳　島・スエヒロボウル 伊藤　泰 83歳 宮　城・コロナキャットボウル仙台店 河崎　清二 83歳 岐　阜・コスモボウル羽島
近藤　信行 83歳 愛　知・アソビックスかにえ 岩田　稔 83歳 愛　知・アソビックスびさい 増田　修身 83歳 東　京・平和島スターボウル 青柳　武士 83歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 中村　博 83歳 山　梨・大丸パークレーンズ
角谷　廣治 83歳 東　京・立川スターレーン 深澤　勇 83歳 山　梨・ボウリング王国スポルト南アルプス店 伊藤　輝正 83歳 三　重・アソビックスあさひ 加藤　克己 83歳 愛　知・スポルト名古屋 酒井　剋男 83歳 東　京・東京ポートボウル
野澤　健吾 83歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 吉藤　善勝 83歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 宇田川吉功 83歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 金城　盛一 83歳 沖　縄・北谷ボウル 川井　勝俊 83歳 広　島・ミスズボウル
小林　清吉 83歳 山　梨・都留ファミリーボウル 米山　修 83歳 神奈川・タチバナボウル 大田　正司 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 飯島　敦生 83歳 静　岡・暖香園ボウル 平林　伵 83歳 神奈川・相模ファーストレーン
田口　英明 83歳 静　岡・富士パークレーンズ 榎本　光正 83歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 神谷　忠一 83歳 愛　知・知立イーグルボウル 三橋　鴻 83歳 東　京・荻窪ボウル 吾妻　達男 83歳 東　京・立川スターレーン
原　　清磨 83歳 広　島・広島パークレーン 熊沢　利男 83歳 東　京・荻窪ボウル 安田　幸夫 83歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 伊藤　暹 83歳 三　重・アソビックスあさひ 佐々木章 83歳 静　岡・掛川毎日ボウル
菅原　剛 83歳 東　京・蒲田IMONボウル 橋本　清 83歳 静　岡・富士パークレーンズ 山田　新吉 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 三宅　健次 83歳 大　阪・アルゴボウル 味岡　久貴 83歳 愛　知・稲沢グランドボウル
藤城　昌三 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 二田水保昭 83歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 堀　　正孝 83歳 富　山・立山グランドボウル 小澤　頼喜 83歳 東　京・東大和グランドボウル 藺牟田勝弘 83歳 岐　阜・マーサボウル
市橋　淳煕 83歳 神奈川・神奈中平塚ボウル 古井　忠正 83歳 愛　知・名古屋グランドボウル 佐藤　荘二 83歳 静　岡・トマトボウル 中野　文敏 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 大國　隆昭 83歳 福　岡・フラワーボウル
武藤　勝美 83歳 岐　阜・関ボウリングセンター/マーサボウル 杉野森勝 83歳 広　島・広電ボウル 向山　忠治 83歳 神奈川・タチバナボウル 猿渡　輝治 83歳 千　葉・富津スターレーン 今野　利雄 83歳 岩　手・盛岡スターレーン
神田　忠 83歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 今澤　末八 83歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 豊田　士出夫 83歳 東　京・蒲田IMONボウル 岸　　功 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 相澤　良夫 83歳 長　野・アピナボウル安曇野店
丸野　睦夫 83歳 鹿児島・サンライトゾーン 土屋　徹 83歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 井田　宣行 83歳 千　葉・本八幡スターレーン 森　　義典 83歳 福　岡・西新パレスボウル 水谷　辰喜 83歳 三　重・アソビックスあさひ
田村　和俊 83歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 市川　健司 83歳 東　京・立川スターレーン 森口　勝昭 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 牛丸　光明 83歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 西川　巽 83歳 香　川・坂出中央ボウル/太洋ボウル
田辺　育男 83歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 米山　博光 83歳 山　梨・都留ファミリーボウル 北澤　定介 83歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 川崎　晋一 83歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム 北詰　良一 83歳 栃　木・足利スターレーン
望月　幸夫 83歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 岩崎　利蔵 83歳 東　京・立川スターレーン 長瀬　操 83歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 坂田　唯夫 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 出口　利夫 83歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店
小川　博 83歳 神奈川・タチバナボウル 橋井　重勝 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 松山　孝 83歳 愛　知・スポルト名古屋 入江　猷幸 83歳 鳥　取・クイーンボウル 畠山　新三 83歳 岡　山・ネグザスボウル
佐々木淳 83歳 山　梨・都留ファミリーボウル 木村　幸悦 83歳 鳥　取・米子YSPボウル 松浦　雅侑 83歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 村田　征司 83歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 田中　輝昭 83歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム
佐藤　展男 83歳 静　岡・暖香園ボウル 青木　治 83歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 坂口　昇 83歳 福　岡・小嶺シティボウル 佐藤　重信 83歳 大　分・OBS BOWL 金森　哲雄 83歳 東　京・荻窪ボウル
石川　博三 83歳 北海道・千歳フジボウル 白澤　明夫 83歳 千　葉・本八幡スターレーン 伊藤　一郎 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 冨田　史郎 83歳 愛　知・稲沢グランドボウル 梶川　皖司 83歳 岐　阜・コスモボウル羽島
金木　捷実 83歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 永井　佳人 83歳 静　岡・富士パークレーンズ 鈴木　荘二 83歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 津金　章 83歳 東　京・新小岩サニーボール 増田　克介 83歳 埼　玉・ジョイナスボウル
鶴巻　正勝 83歳 茨　城・フジ取手ボウル 伊藤　一雄 83歳 愛　知・星が丘ボウル 福森　守彦 83歳 三　重・久居ボウリングセンター 小池　二三男 83歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 米村　光雄 83歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
山口　修一 83歳 長　野・ヤングファラオ 斎藤　康雄 83歳 長　野・アピナボウル長野篠ノ井店 浜田　勲 83歳 埼　玉・所沢スターレーン 宮原　淳 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 井上　弘三郎 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
服部　一高 83歳 愛　知・アソビックスかにえ 島田　秀次 83歳 埼　玉・SAP草加ボウル 小島　弘 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル 白井　三津男 83歳 埼　玉・芝グランドボール 岡田　眞佐男 83歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
多田　摂雄 83歳 北海道・千歳フジボウル 原田　圭次 83歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 川本　剛 83歳 熊　本・司ボウル玉名 林　　洋 83歳 東　京・平和島スターボウル 北島　賢一 83歳 佐　賀・ファズボウリングセンター
塩井　清夫 83歳 千　葉・本八幡スターレーン 三浦　昇 83歳 愛　知・名古屋グランドボウル 和田　隆 83歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 樋野　朝昭 83歳 鳥　取・米子YSPボウル 林　　修弘 83歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
林　　博 83歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 榎本　幸 83歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 熊谷　弘志 83歳 岩　手・盛岡スターレーン 高沢　泰造 83歳 広　島・キャッスルボウル福山 梶野　勝 83歳 愛　知・知立イーグルボウル
嶋根　繁 83歳 埼　玉・松原スターボウル 伊藤　一三 83歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 栗林　清 83歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 新山　栄吉 83歳 東　京・高尾スターレーン 河合　信一 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル
砂川　幸雄 83歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 吉澤　輝家 83歳 東　京・高尾スターレーン 山口　利勝 83歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル/ボウルアーガス 神谷　正勝 83歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 松崎　勝彦 83歳 茨　城・スポーレボウル
須藤　和夫 83歳 三　重・アソビックスあさひ 木幡　光夫 83歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 国吉　正孝 83歳 沖　縄・スカイレーン 黒木　脩之 83歳 鳥　取・米子YSPボウル 白澤　悦二 83歳 奈　良・オプトボウルタカダ
森　　敏男 83歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 亀田　實 83歳 千　葉・北小金ボウル 古屋　威雄 83歳 静　岡・神明ボウル 田中　俊一 83歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 村井　清志 83歳 岩　手・盛岡スターレーン

大坪　博司 86歳 宮　崎・日南ボウル 大屋　守二 86歳 静　岡・浜松毎日ボウル 加藤　清義 86歳 東　京・東京ポートボウル 保坂　宗一 86歳 埼　玉・所沢スターレーン
上田　三千夫 86歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 田松　俊夫 86歳 神奈川・ハマボール 長谷川巌 86歳 東　京・平和島スターボウル 小森　巌 86歳 愛　知・知立イーグルボウル
下田　清美 86歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 徳富　常治 86歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 伊丹　明夫 86歳 東　京・高田馬場グランドボウル 清水　福司 86歳 静　岡・神明ボウル
本田　政美 86歳 北海道・千歳フジボウル 藤井　健 86歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 河野　喜行 86歳 山　口・くだまつボウル 鈴木　邦治 86歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店
堀川　良雄 86歳 沖　縄・サラダボウル 山田　忠一 86歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 神島　孝一 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 山田　衛 86歳 福　岡・太宰府Jボウル
今村　孝 86歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 仲野　由憲 86歳 長　崎・西肥シルバーボウル 西巻　昌五 86歳 宮　城・コロナキャットボウル仙台店 田中　学 86歳 茨　城・鹿島ボウル
垣花　稔 86歳 沖　縄・エナジックボウル サザン 森　　信雄 86歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 伊藤　達夫 86歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 上東　貞夫 86歳 熊　本・菊陽ボウル
荒川　宏 86歳 愛　知・スポルト名古屋 大須賀健司 86歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 児玉　久敏 86歳 東　京・立川スターレーン 高木　三雄 86歳 三　重・アソビックスあさひ
真中　一吉 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 翁長　武盛 86歳 沖　縄・スカイレーン 三宅　昭二 86歳 埼　玉・所沢スターレーン 上濱　正吾 86歳 東　京・立川スターレーン
小島　傳男 86歳 愛　知・稲沢グランドボウル 寺崎　克彦 86歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 田中　一男 86歳 東　京・平和島スターボウル 川田　栄 86歳 広　島・ミスズボウル
戸内　政明 86歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 松園　光三朗 86歳 神奈川・相模ファーストレーン 松本　幸一 86歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 森田　武良 86歳 東　京・新小岩サニーボール
山本　裕昭 86歳 三　重・アソビックスあさひ 玉城　盛吉 86歳 沖　縄・マチナトボウル 竹之内宏 86歳 宮　崎・宮崎エースレーン 平野　秀三 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
北村　政治 86歳 神奈川・相模ファーストレーン 稲本　盛也 86歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 鈴木　孝一 86歳 東　京・平和島スターボウル 森　　達郎 86歳 長　崎・西肥シルバーボウル
浦　　敏雄 86歳 福　岡・フラワーボウル 本間　芳一 86歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 渡辺　寛 86歳 岐　阜・マーサボウル 菅原　栄松 86歳 埼　玉・SAP草加ボウル
勝亦　良次 86歳 東　京・高尾スターレーン 小田　鎌吉 86歳 三　重・サンパークレーン 鈴木　隆 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 山下　静児 86歳 東　京・トミコシ高島平ボウル
近藤　禮三 86歳 大　阪・アルゴボウル 原　　弘毅 86歳 佐　賀・ボウルアーガス 坂東　義計 86歳 徳　島・スエヒロボウル 加藤　弘 86歳 静　岡・毎日ボウル芳川
中山　良雄 86歳 静　岡・トマトボウル 照井　喜一 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 大山　富次 86歳 東　京・平和島スターボウル 吉原　松雄 86歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル
渡辺　仁吉 86歳 埼　玉・所沢スターレーン 木下　繁治 86歳 栃　木・王冠ボウル 中山　英二 86歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 小柴　禧悦 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
三宅　健司 86歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 助川　進正 86歳 茨　城・日立ボウルクレーン/勝田パークボウル 小川　温義 86歳 香　川・シーサイドボウル高松 伊古野拓三 86歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
大江　亘 86歳 広　島・ミスズボウル 樋田　忠義 86歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 小川　昭彦 86歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 上田　博 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
須江　憲治 86歳 東　京・平和島スターボウル 小幡　謙一 86歳 東　京・経堂ボウル 横平　政一 86歳 茨　城・スポーレボウル 本影　節 86歳 奈　良・オプトボウルタカダ
平野　英七 86歳 愛　知・スポルト名古屋 伊東　邦雄 86歳 東　京・高尾スターレーン 豊島　稔夫 86歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 井上　孝嘉 86歳 福　岡・フラワーボウル
岩佐　龍治 86歳 愛　知・スポルト名古屋 長坂　冨男 86歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 佐久間武 86歳 広　島・広電ボウル 鎌田　正己 86歳 千　葉・富津スターレーン
佐藤　昌次 86歳 東　京・立川スターレーン 荒川　慶男 86歳 東　京・平和島スターボウル 古川　博 86歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 玉城　哲弥 86歳 沖　縄・エナジックボウル サザン
丸山　雅博 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 池田　洋二 86歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 岩田　欽一 86歳 愛　知・スポルト名古屋 中村　タダオ 86歳 三　重・津グランドボウル
吉井　行雄 86歳 神奈川・相模ファーストレーン 五十嵐武 86歳 栃　木・足利スターレーン 古市　雄三 86歳 三　重・サンパークレーン 中司　季登 86歳 広　島・広電ボウル/ミスズボウル
小笠原国光 86歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 橋本　聡 86歳 北海道・千歳フジボウル 山本　寛明 86歳 愛　知・スポルト名古屋 大口　優 86歳 北海道・ディノスボウル帯広
川嶋　徳一 86歳 東　京・世田谷オークラボウル 小石　昇 86歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 倉持　貞雄 86歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 鈴木　明石 86歳 神奈川・相模ファーストレーン
池田　博一 86歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 畠山　勝一 86歳 北海道・ディノスボウル帯広 中沢　義定 86歳 長　野・ヤングファラオ 笹生　一郎 86歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル
小原　三則 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 池内　琢磨 86歳 山　口・くだまつボウル 伊藤　太郎 86歳 愛　知・スポルト名古屋 荻野　蒋 86歳 神奈川・江の島ボウリングセンター
片岡　達雄 86歳 長　野・アピナボウル長野篠ノ井店 三宅　道記 86歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 加賀　日出男 86歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 照井　鐵男 86歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生
有村　正信 86歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 蔭山　武司 85歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 本丸　太洋 85歳 香　川・坂出中央ボウル 江口　雄造 85歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル
安光　清 85歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 井城　明 85歳 富　山・立山グランドボウル 田島　芳一 85歳 東　京・東大和グランドボウル 土屋　一三 85歳 静　岡・御殿場パークレーンズ
萩尾　弘 85歳 福　岡・太宰府Jボウル 田村　幸市 85歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 間橋　賢二 85歳 東　京・高田馬場グランドボウル/荻窪ボウル 高橋　精二 85歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店
畑　　一則 85歳 北海道・千歳フジボウル 小川　欣也 85歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 前田　正信 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 亀山　良夫 85歳 神奈川・川崎グランドボウル
高橋　三男 85歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 上野　昌巳 85歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 下島　秋義 85歳 千　葉・本八幡スターレーン 若井　孝夫 85歳 広　島・広島パークレーン
細田　喜美雄 85歳 北海道・ディノスボウル帯広 杉本　誠治 85歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター/ボウルアピア柏中央店 山口　義雄 85歳 福　岡・スポガ香椎 池永　文雄 85歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
千保　日出男 85歳 群　馬・パークレーン高崎 浦田　守隆 85歳 福　岡・小嶺シティボウル 小山　雅美 85歳 長　崎・西肥シルバーボウル 内村　豊朝 85歳 大　阪・アルゴボウル
橋本　進 85歳 神奈川・タチバナボウル 野辺地巌 85歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 鈴木　善二郎 85歳 静　岡・浜松毎日ボウル 八島　芳昭 85歳 広　島・広電ボウル
戸田　義夫 85歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 安東　武彦 85歳 静　岡・神明ボウル 福島　定雄 85歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店 佐藤　竹俊 85歳 埼　玉・芝グランドボール
小山　善一 85歳 東　京・世田谷オークラボウル 松本　儀正 85歳 福　岡・フラワーボウル 山崎　保 85歳 島　根・出雲会館センターボウル 矢富　慂 85歳 千　葉・本八幡スターレーン
浜田　誠 85歳 東　京・東京ポートボウル 遠藤　得朗 85歳 神奈川・川崎グランドボウル 下條　昭彦 85歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 堀切　秀通 85歳 山　口・ボウリングの・森
嶋　　宏光 85歳 神奈川・相模原パークレーンズ 松橋　良男 85歳 長　野・ヤングファラオ 関根　満 85歳 兵　庫・AREA-DO三田ボウリングセンター 関合　文雄 85歳 北海道・釧路パレスボウル
繁田　昌次 85歳 長　野・アピナボウル安曇野店 三浦　正延 85歳 神奈川・神奈中平塚ボウル 高橋　正弘 85歳 香　川・坂出中央ボウル 鈴木　静夫 85歳 静　岡・毎日ボウル芳川
齋藤　健 85歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 酒井　定志 85歳 愛　知・スポルト名古屋 飯野　高弘 85歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 山脇　耕一 85歳 大　阪・アルゴボウル
川端　猛 85歳 山　口・下関ロイヤルボウル 高柳　定年 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 橘　　恒夫 85歳 愛　媛・キスケKIT 町田　仙次郎 85歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店
多以良強一 85歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 祖山　毅 85歳 東　京・世田谷オークラボウル 筑地　広通 85歳 静　岡・神明ボウル 成沢　始 85歳 群　馬・パークレーン高崎
片岡　博愛 85歳 千　葉・本八幡スターレーン 榎本　喜夫 85歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 渡辺　祐博 85歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 小日向孝 85歳 千　葉・富津スターレーン
高林　和男 85歳 栃　木・足利スターレーン 村上　徳二 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 掛川　政雄 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 藤尾　信義 85歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店
兼山　伸 85歳 千　葉・本八幡スターレーン 松下　源 85歳 滋　賀・愛知川ボウル 西村　寛 85歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 浅井　孝 85歳 福　岡・フラワーボウル
山　　武男 85歳 北海道・帯広スズランボウル 早川　久栄 85歳 神奈川・川崎グランドボウル 平岩　脩一 85歳 神奈川・タチバナボウル 尾形　昭夫 85歳 福　島・福島オークラボウル
藤井　満男 85歳 千　葉・富津スターレーン 蓮見　登喜男 85歳 群　馬・桐生スターレーン 松尾　貞司 85歳 東　京・高尾スターレーン 小川　誠一 85歳 千　葉・北小金ボウル
梅崎　淳 85歳 佐　賀・伊万里スターボウル 金内　芳雄 85歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 村野　正憲 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 佐藤　雄司 85歳 神奈川・江の島ボウリングセンター
枝長　實行 85歳 広　島・広電ボウル 小林　照男 85歳 神奈川・タチバナボウル 中畑　忠博 85歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 瀬谷　友彦 85歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
川津　智弘 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 若園　聰 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 逸見　公夫 85歳 福　岡・フラワーボウル 平井　康友 85歳 埼　玉・ニューパールレーン武里
豊田　稔 85歳 福　岡・西新パレスボウル 杉山　進 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 渡辺　重男 85歳 埼　玉・芝グランドボール 立山　浩道 85歳 宮　崎・宮崎エースレーン
為成　正留 85歳 福　岡・桃園シティボウル 三浦　皐三郎 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 橘　　宏三 85歳 愛　媛・キスケKIT 仲宗根正 85歳 沖　縄・サラダボウル
河村　益輝 85歳 大　分・OBS BOWL 川端　義隆 85歳 東　京・荻窪ボウル/中野サンプラザボウル 國貞　昌大 85歳 広　島・広電ボウル 大村　正一 85歳 静　岡・神明ボウル
倉持　萬吉 85歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 辻　　澄夫 85歳 福　岡・フラワーボウル 沢田　忠一 85歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 庄司　行雄 85歳 北海道・千歳フジボウル
髙山　敏彦 85歳 福　岡・太宰府Jボウル 佐藤　義光 85歳 埼　玉・所沢スターレーン 岡田　勝成 85歳 東　京・中野サンプラザボウル 千葉　昭夫 85歳 北海道・千歳フジボウル
金子　貞夫 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 芝田　一 85歳 埼　玉・芝グランドボール 岩屋口功 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 奥瀬　敏明 85歳 埼　玉・松原スターボウル
福田　錬一 85歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 中村　隼人 85歳 福　岡・西新パレスボウル 藤久保健 85歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 伊藤　立美 85歳 三　重・アソビックスあさひ
加藤　寛 85歳 愛　知・岡崎グランドボウル 西端　寛 85歳 東　京・高田馬場グランドボウル 梅津　眞一 85歳 千　葉・北小金ボウル 浅森　茂二 85歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店
平田　壮太 85歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 長山　敏雄 85歳 北海道・千歳フジボウル 吉田　久治郎 85歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店 堀田　㤗夫 85歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
川添　勝實 85歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 谷光　藤正 85歳 千　葉・富津スターレーン 笈川　隆 85歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 小崎　康夫 85歳 愛　知・スポルト名古屋
長谷川敏夫 85歳 群　馬・パークレーン高崎 村山　和男 85歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 吉永　継雄 85歳 福　岡・宗像シティボウル 犬塚　四郎 85歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店
宝官　賢治 85歳 神奈川・相模原パークレーンズ 佐藤　茂二 85歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 森川　秀次郎 85歳 福　岡・西新パレスボウル 青田　金三 85歳 埼　玉・アイビーボウル北本
渡辺　美登里 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 上河　忍 85歳 大　阪・アルゴボウル 正木　光廣 85歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 竹田　勉 85歳 香　川・太洋ボウル
宗村　正孝 85歳 熊　本・司ボウル玉名 山内　重雄 85歳 愛　知・スポルト名古屋 清水　俊雄 85歳 東　京・池袋ロサボウル 林　　敏雄 85歳 香　川・シーサイドボウル高松
坂田　稔 85歳 福　岡・フラワーボウル 飛田　貞郎 85歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 黒川　和則 85歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 及川　友志 85歳 千　葉・富津スターレーン
福永　忠男 85歳 東　京・経堂ボウル 前田　俊明 85歳 愛　知・スポルト名古屋

菊池　寛 86歳 青　森・ゆりの木ボウル 河野　伸行 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 吉崎　勇市 86歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 矢古宇三雄 86歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル
横山　巌 86歳 北海道・ディノスボウル帯広 川島　勝彦 86歳 滋　賀・愛知川ボウル 永井　正敏 86歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 太田　弘 86歳 新　潟・サウンドボウル見附店
安室　延孝 86歳 神奈川・相模ファーストレーン 太田　眞弘 86歳 静　岡・毎日ボウル芳川 山本　義貞 86歳 和歌山・新宮東宝ボウル 片岡　輝久 86歳 滋　賀・愛知川ボウル
湯浅　芳昭 86歳 愛　知・スポルト名古屋 保泉　正志 86歳 長　野・ヤングファラオ 新城　正太郎 86歳 沖　縄・マチナトボウル 星野　欣司 86歳 埼　玉・所沢スターレーン
海和　勇 86歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 国府田弘 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 余語　博士 86歳 愛　知・スポルト名古屋 別宮　博 86歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル
蒲谷　重一 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 沼井　清治 86歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 佐藤　政治 86歳 東　京・荻窪ボウル 青柳　孝司 86歳 福　岡・太宰府Jボウル
河合　実 86歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 澤木　晃司 86歳 静　岡・毎日ボウル芳川 森川　久松 86歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 伊佐　永仁 86歳 沖　縄・北谷ボウル
井山　美三夫 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 豊田　久男 86歳 埼　玉・所沢スターレーン 安澤　喜三 86歳 滋　賀・愛知川ボウル 赤羽　文夫 86歳 長　野・アピナボウル松本城山店
二宮　武利 86歳 愛　媛・保内ボウル 永田　賢一 86歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 内田　豊吉 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 飯塚　政利 86歳 大　分・OBS BOWL
加藤　武 86歳 愛　知・スポルト名古屋 瀬尾　春雄 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 脇田　一也 86歳 福　岡・小嶺シティボウル 渡辺　昭 86歳 静　岡・暖香園ボウル
長浜　善一 86歳 福　岡・宗像シティボウル 春川　明夫 86歳 広　島・広島パークレーン 武田　芳典 86歳 福　岡・宗像シティボウル 森野　寬 86歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
高橋　進 86歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 宮内　健二 86歳 鹿児島・サンライトゾーン 新　　聡 86歳 茨　城・フジ取手ボウル 伊藤　毅一 86歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生
佐々倉和俊 86歳 福　岡・フラワーボウル 高橋　秀雄 86歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 鈴木　宏 86歳 埼　玉・所沢スターレーン 滝澤　幸雄 86歳 東　京・アイビーボウル向島
小野　功 86歳 栃　木・王冠ボウル 盛島　董次　 86歳 沖　縄・サラダボウル 大谷　裕一 86歳 埼　玉・芝グランドボール 奥村　正次 86歳 愛　知・スポルト名古屋
高野　光明 86歳 群　馬・桐生スターレーン 林　　英雄 86歳 熊　本・司ボウル玉名 福澤　良典 86歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 今井田幹正 86歳 愛　知・スポルト名古屋
佐藤　好明 86歳 静　岡・掛川毎日ボウル 東　　逸雄 86歳 徳　島・スエヒロボウル 馬場　代次 86歳 大　阪・アルゴボウル 後藤　泰輝 86歳 茨　城・鹿島ボウル
野田　俊則 86歳 広　島・広島パークレーン 新飯田啓二 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 本田　智幸 86歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 村山　弘行 86歳 長　野・アピナボウル安曇野店
松浦　孝行 86歳 静　岡・掛川毎日ボウル 北川　和男 86歳 愛　知・知立イーグルボウル 大塚　康平 86歳 三　重・アソビックスあさひ 進藤　和行 86歳 埼　玉・ジョイナスボウル
土田　義春 86歳 富　山・立山グランドボウル 森　　一観 86歳 福　岡・桃園シティボウル 桑原　誠 86歳 新　潟・サウンドボウル六日町店 平木　恒男 86歳 福　岡・フラワーボウル
塩原　鮎助 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 石井　毅 86歳 福　岡・太宰府Jボウル 番場　章 86歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 玉城　寛 86歳 沖　縄・サラダボウル
伊澤　勇雄 86歳 神奈川・相模ファーストレーン 稲村　久夫 86歳 東　京・立川スターレーン 岡田　正守 86歳 東　京・中野サンプラザボウル 和田　春雄 86歳 東　京・SAP日野ボウル
中尾　教彦 86歳 埼　玉・所沢スターレーン 吉崎　亮 86歳 愛　媛・松山中央ボウル 千葉　展義 86歳 岩　手・マッハランド 鈴木　精治 86歳 東　京・荻窪ボウル
那須　忠孝 86歳 宮　崎・宮崎エースレーン 佐藤　一雄 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 藤原　信夫 86歳 静　岡・浜松毎日ボウル 溝口　邦雄 86歳 愛　知・スポルト名古屋
坂本　義人 86歳 神奈川・相模原パークレーンズ 喜屋武長義 86歳 沖　縄・マチナトボウル 石井　勇 86歳 山　梨・都留ファミリーボウル 城戸　力治 86歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
西村　栄三 86歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 石井　金光 86歳 東　京・世田谷オークラボウル 磯部　恭万 86歳 三　重・久居ボウリングセンター/津グランドボウル 藤木　健二郎 86歳 大　分・OBS BOWL
田邨　得三 86歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 平塚　恒 86歳 茨　城・鹿島ボウル 𠮷田　進 86歳 福　岡・フラワーボウル 村上　睦司 86歳 福　岡・桃園シティボウル
北山　幸一 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 永野　次男 86歳 埼　玉・所沢スターレーン 野口　勉 86歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 小野　武一 86歳 埼　玉・SAP草加ボウル
伏田　忠司 86歳 広　島・ミスズボウル 明間　陽三 86歳 千　葉・本八幡スターレーン 齋藤　芳郎 86歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 高橋　稔 86歳 埼　玉・芝グランドボール
鈴木　重好 86歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 安里　長清 86歳 沖　縄・マチナトボウル 本間　謙三郎 86歳 山　形・山形ファミリーボウル 辻　　和久 86歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店
山本　実 86歳 広　島・キャッスルボウル福山 光岡　宏 86歳 福　岡・スポルト福岡 佐藤　俊男 86歳 山　梨・大丸パークレーンズ 松田　光二 86歳 千　葉・北小金ボウル/荻窪ボウル
小池　信一 86歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 森　　弥 86歳 静　岡・神明ボウル 田中　照穂 86歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 櫛木　覚 86歳 徳　島・スエヒロボウル
安部　尚公 86歳 福　岡・折尾スターレーン 武政　義昭 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 馬場　幸作 85歳 北海道・ディノスボウル帯広 神山　勲 85歳 愛　知・スポルト名古屋
渡辺　守 85歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 鮫島　正和 85歳 鹿児島・サンライトゾーン 盛内　金三郎 85歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 道田　忠郎 85歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
松山　輝喜 85歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 黒川　諄一 85歳 埼　玉・SAP草加ボウル 渡辺　直 85歳 埼　玉・所沢スターレーン 金城　茂 85歳 沖　縄・スカイレーン
高見沢忠 85歳 長　野・ヤングファラオ 吉田　忠昭 85歳 神奈川・タチバナボウル 佐藤　静雄 85歳 埼　玉・アイビーボウル北本 関根　二夫 85歳 東　京・アイビーボウル向島
巣山　靖之 85歳 長　野・ヤングファラオ 須藤　敏和 85歳 大　阪・アルゴボウル 山﨑　好一 85歳 群　馬・藤岡ボウル 金城　茂 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル
島田　浩 85歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 鈴木　光男 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 中村　政夫 85歳 東　京・笹塚ボウル 沖野　哲昭 85歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
冨岡　昭司 85歳 群　馬・藤岡ボウル 金田　亘弘 85歳 愛　知・幸田セントラルボウル 中田　富夫 85歳 静　岡・毎日ボウル芳川 宮嶋　将彦 85歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店
齋川　稔 85歳 茨　城・大学ボウル水戸店 平　　栄一郎 85歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 藤城　昭 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 岡村　知一 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店/ボウリング王国スポルト八景店
名倉　栄 85歳 静　岡・浜松毎日ボウル 市野　宣幸 85歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 魚地　茂生 85歳 東　京・高尾スターレーン 大町　剛 85歳 大　阪・アルゴボウル
木村　茂昭 85歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター 井上　幹男 85歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 都築　政伸 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 中村　彦夫 85歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店
宮川　利信 85歳 東　京・高尾スターレーン 関　　進 85歳 新　潟・サウンドボウル六日町店 田中錧隆雄 85歳 岩　手・盛岡スターレーン 永島　富祥 85歳 群　馬・桐生スターレーン
細川　弘 85歳 鳥　取・鳥取スターボウル 黒崎　淳一 85歳 東　京・平和島スターボウル 高橋　高秀 85歳 静　岡・富士パークレーンズ 小峰　政行 85歳 佐　賀・ファズボウリングセンター
小林　浩 85歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 天野　理知雄 85歳 東　京・東大和グランドボウル 竹内　正昶 85歳 三　重・サンパークレーン 古俣　秀吉 85歳 埼　玉・芝グランドボール
吉川　富一 85歳 愛　知・アソビックスびさい 佐々木文一 85歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 佐々木誠二 85歳 青　森・弘前ファミリーボウル 浦　　一人 85歳 千　葉・富津スターレーン
長谷川潔 85歳 千　葉・北小金ボウル 内田　義男 85歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 石田　千尋 85歳 福　岡・折尾スターレーン 上善　渓二 85歳 福　岡・西新パレスボウル
林　　徳太郎 85歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 石井　智委 85歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 日置　富男 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 赤嶺　光章 85歳 沖　縄・スカイレーン
合田　稠 85歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル 尾下　寿郎 85歳 愛　媛・松山中央ボウル 富加見実 85歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 藤由　康晴 85歳 北海道・釧路パレスボウル
立川　邦夫 85歳 三　重・鈴鹿グランドボウル 大池　伴好 85歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 菅　　明雄 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 石田　富士雄 85歳 千　葉・本八幡スターレーン
小谷　登 85歳 神奈川・相模原パークレーンズ 山川　清市 85歳 滋　賀・栗東ボウリング・ジム 横山　力 85歳 静　岡・神明ボウル 斎藤　貞雄 85歳 神奈川・相模ファーストレーン
山崎　茂樹 85歳 福　岡・フラワーボウル 椿　　二六 85歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 瞰野　宗男 85歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 山口　文夫 85歳 奈　良・トドロキボウル
富田　四郎 85歳 茨　城・勝田パークボウル 功刀　晴雄 85歳 山　梨・ボウリング王国スポルト南アルプス店 柴田　尚武 85歳 東　京・平和島スターボウル 比嘉　勇雄 85歳 沖　縄・マチナトボウル
長岡　英雄 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 小松　勝秀 85歳 宮　城・気仙沼さくらボウル 長井　禧明 85歳 東　京・高尾スターレーン 高橋　正儀 85歳 福　島・福島オークラボウル
舩木　志郎 85歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 池住　昌明 85歳 徳　島・スエヒロボウル 羽場　勉 85歳 長　野・ヤングファラオ 細井　啓介 85歳 東　京・東京ポートボウル
川瀬　善光 85歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 安藤　弘樹 85歳 東　京・立川スターレーン 石橋　一浩 85歳 東　京・新小岩サニーボール 西村　賢一 85歳 北海道・ディノスボウル苫小牧
佐藤　節男 85歳 東　京・西東京レーン 山浦　明 85歳 福　岡・フラワーボウル 比嘉　長成 85歳 沖　縄・マチナトボウル 若林　稔男 85歳 東　京・アイビーボウル向島
大倉　寛 85歳 三　重・久居ボウリングセンター 竹澤　眞彦 85歳 埼　玉・所沢スターレーン 鈴木　寛 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 益子　進 85歳 栃　木・王冠ボウル
宮城　澄雄 85歳 沖　縄・北谷ボウル 町田　義雄 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 川村　秀利 85歳 東　京・荻窪ボウル 山田　圭福 85歳 愛　知・東名ボール
宮川　善満 85歳 徳　島・スエヒロボウル 小松　信善 85歳 山　口・下関ロイヤルボウル 宮村　繁規 85歳 福　岡・桃園シティボウル/コロナキャットボウル小倉店 小川　榮一 85歳 三　重・サンパークレーン
立花　敏廣 85歳 大　阪・アルゴボウル 東　　隆夫 85歳 熊　本・司ボウル玉名 野崎　良一 85歳 佐　賀・ファズボウリングセンター 片岡　悦夫 85歳 岐　阜・マーサボウル
水黒　泰介 85歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 半戸　達二 85歳 東　京・中野サンプラザボウル 玉造　勉 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 堀　　光男 85歳 広　島・コロナキャットボウル福山店
高柳　邦秀 85歳 東　京・立川スターレーン 深谷　岩夫 85歳 愛　知・春日井グランドボウル 山田　繁 85歳 静　岡・掛川毎日ボウル 箕浦　敏雄 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル
後藤　亢美 85歳 岡　山・ネグザスボウル 當間　幸一 85歳 沖　縄・サラダボウル 登尾　末行 85歳 静　岡・富士パークレーンズ 佐々木孝造 85歳 青　森・ゆりの木ボウル
田中　忠雄 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 浮田　静雄 85歳 神奈川・相模ファーストレーン 赤澤　昇 85歳 香　川・坂出中央ボウル 柴崎　辰雄 85歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
西澤　清永 85歳 東　京・アイビーボウル向島 森　　考悦 85歳 青　森・ゆりの木ボウル 高林　静夫 85歳 静　岡・浜松毎日ボウル 有銘　春信 85歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
永田　秀夫 85歳 栃　木・足利スターレーン 大和　忠晴 85歳 山　口・下関ロイヤルボウル 宮城　茂雄 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 元岡　達治 85歳 福　岡・西新パレスボウル
林　　義一 85歳 千　葉・北小金ボウル 立野　健 85歳 東　京・世田谷オークラボウル 鯉登　清臣 85歳 三　重・アソビックスあさひ 本田　孝夫 85歳 大　分・OBS BOWL
輿　　晴司 85歳 長　野・アピナボウル松本城山店 片岡　正三 85歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 小早川盛義 85歳 広　島・松永ベイボウル 清原　美雄 85歳 東　京・経堂ボウル
黒川　文夫 85歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 浅井　勝之 85歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 上田　一之 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル 伊藤　仁 85歳 大　阪・神崎川ダイドーボウル
池田　憲一 85歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター 阿部　芳矢 85歳 岩　手・盛岡スターレーン 岩月　優幸　 85歳 愛　知・知立イーグルボウル 松下　浩治 85歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル
平山　兼夫 85歳 東　京・高尾スターレーン 高杉　成一 85歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 鈴木　賢一 85歳 静　岡・浜松毎日ボウル ・

岡　　儀 89歳 宮　崎・サンボウル 長末　健二 89歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 岡野　亨 89歳 東　京・立川スターレーン
篠沢　章孔 89歳 東　京・荻窪ボウル 伊藤　知也 89歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 水田　泰迪 89歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル
横江　清　 89歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 本村　明男 89歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 阿部　健治 89歳 東　京・練馬トーホーボウル
中川　繁 89歳 東　京・高尾スターレーン 佐藤　謙治 89歳 愛　知・スポルト名古屋 大塚　堅一 89歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
重栖　尚 89歳 静　岡・御殿場パークレーンズ 鈴木　實 89歳 埼　玉・所沢スターレーン 永井　美作 89歳 東　京・東京ポートボウル
久留島延孝 89歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 守屋　頼弘 89歳 長　崎・マリンボウル 山本　八郎 89歳 広　島・広電ボウル
奈良　定雄 89歳 神奈川・川崎グランドボウル 影井　寿男 89歳 鳥　取・鳥取スターボウル 伊藤　友利可 89歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
石井　次雄 89歳 栃　木・王冠ボウル 久戸瀬昭夫 89歳 愛　知・スポルト名古屋 太田　雅紀 89歳 東　京・中野サンプラザボウル
斎藤　明 89歳 神奈川・川崎グランドボウル 橋川　輝夫 89歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 内山　昌春 89歳 愛　知・スポルト名古屋
堀　　登志勝 89歳 福　岡・桃園シティボウル 佐藤　健寿 89歳 神奈川・ハマボール 下山　隆正 89歳 鳥　取・鳥取スターボウル
長野　光允 89歳 神奈川・川崎グランドボウル 浅井　毅 89歳 埼　玉・所沢スターレーン 大内　守 89歳 大　分・日田アストロボウル
鈴木　迪郎 89歳 愛　知・スポルト名古屋 鳥越　良紀 89歳 鳥　取・鳥取スターボウル 志和　秀春 89歳 北海道・パシフィックボウル
多田　俊之 89歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 山口　英夫 89歳 茨　城・フジ取手ボウル 鈴木　洋 89歳 神奈川・ハマボール
近藤　茂治 89歳 茨　城・フジ取手ボウル 礒田　親男 89歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル 井上　忠芳 89歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
林　　錠市 89歳 長　野・アストロボウル 鈴木　力 89歳 東　京・東京ドームボウリングセンター 荒尾　三哉 89歳 熊　本・パスカワールド　グリーンランド店
今井　茂 89歳 千　葉・富津スターレーン 田中　敏夫 89歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 伊藤　常郎 89歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
近藤　祐康 89歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 岩田　祥造 89歳 神奈川・江の島ボウリングセンター 小貫　瑞雄 89歳 埼　玉・所沢スターレーン
高橋　信明 89歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 原　　安一 89歳 静　岡・浜松毎日ボウル 熊谷　公佑 89歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター
長嶺　高 89歳 沖　縄・サラダボウル 岡田　薫 89歳 三　重・アソビックスあさひ 江口　広美 89歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル
杉浦　孝 89歳 埼　玉・松原スターボウル 鈴木　謙治 88歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 杉山　忠 88歳 東　京・東大和グランドボウル
羽山　和雄 88歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 中村　威晴 88歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 小池　伸也 88歳 愛　知・名古屋グランドボウル
鈴木　仁 88歳 東　京・新小岩サニーボール 横澤　桂八郎 88歳 北海道・厚別パークボウル 市川　栄二 88歳 静　岡・浜松毎日ボウル
森川　良彦 88歳 千　葉・本八幡スターレーン 榊原　泉 88歳 神奈川・相模ファーストレーン 木村　金吾 88歳 愛　知・アソビックスびさい
宮本　満雄 88歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 今井　琢磨 88歳 東　京・荻窪ボウル 吉川　忠士 88歳 香　川・シーサイドボウル高松
木原　三郎 88歳 富　山・高岡スカイボウル 原　　武雄 88歳 群　馬・パークレーン高崎 畔蒜　守 88歳 東　京・池袋ロサボウル
井上　巽 88歳 福　岡・宗像シティボウル 成田　澄男 88歳 神奈川・ハマボール 鈴木　茂身 88歳 愛　知・スポルト名古屋
山崎　五郎 88歳 福　岡・桃園シティボウル 居在家留雄 88歳 静　岡・浜松毎日ボウル /毎日ボウル芳川 田中　肇 88歳 三　重・サンパークレーン
家田　日出雄 88歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 近藤　義一 88歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 中田　弥佐雄 88歳 山　口・下関ロイヤルボウル
岸村　章市 88歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 森川　正直 88歳 広　島・広電ボウル 安藤　敏樹 88歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
内田　伊之介 88歳 山　口・下関ロイヤルボウル 伊熊　孫一 88歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター /東京ポートボウル 渋谷　昌治 88歳 埼　玉・所沢スターレーン /SAP日野ボウル
矢野　文一 88歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 今井　重一 88歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 三浦　益雄 88歳 福　岡・折尾スターレーン
後藤　富雄 88歳 埼　玉・SAP草加ボウル 宮村　哲也 88歳 山　口・ボウリングの・森 綾川　稔朗 88歳 愛　知・半田グランドボウル
仙田　忠雄 88歳 埼　玉・所沢スターレーン 桑江　朝秀 88歳 沖　縄・北谷ボウル 白垣　尭 88歳 福　岡・フラワーボウル /太宰府 Jボウル
石井　毅 88歳 静　岡・暖香園ボウル 中島　清 88歳 広　島・広電ボウル 小幡　敏夫 88歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
田名網幸市 88歳 栃　木・足利スターレーン 山崎　慎吾 88歳 静　岡・浜松毎日ボウル 伊藤　和愛 88歳 大　分・日田アストロボウル
丸山　忠夫 88歳 岩　手・盛岡スターレーン 鈴木　忠 88歳 静　岡・暖香園ボウル 秋元　国松 88歳 東　京・笹塚ボウル
早矢仕治一 88歳 愛　知・稲沢グランドボウル 江口　清照 88歳 愛　知・知立イーグルボウル 疋田　宏 88歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル
山之内一夫 88歳 新　潟・サウンドボウル六日町店 中塩　栄吉 88歳 富　山・立山グランドボウル 原田　治雄 88歳 山　梨・ダイトースターレーン双葉
榎本　起一郎 88歳 東　京・西東京レーン 竪谷　篤 88歳 東　京・新小岩サニーボール 兵藤　達彦 88歳 愛　知・半田グランドボウル
水本　徳雄 88歳 愛　媛・キスケKIT 猪原　幸生 88歳 東　京・笹塚ボウル 田渕　潤一 88歳 東　京・アイビーボウル向島
前島　準太郎 88歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 山口　恒憲 88歳 愛　知・名古屋グランドボウル 斉藤　重四郎 88歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
片山　義朗 88歳 東　京・池袋ロサボウル 川鍋　茂 88歳 東　京・東大和グランドボウル 野田　健二 88歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
沼上　高慶 88歳 千　葉・本八幡スターレーン 箱根　孝喜 88歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店 佐藤　秀夫 88歳 愛　知・春日井グランドボウル
高木　慎二 88歳 千　葉・本八幡スターレーン 山田　高明 88歳 愛　知・知立イーグルボウル 甚内　重二 88歳 神奈川・タチバナボウル
金澤　純一 88歳 北海道・サッポロオリンピアボウル 木津　裕州 88歳 香　川・シーサイドボウル高松 津島　勤 88歳 東　京・東京ポートボウル
山田　英夫 88歳 静　岡・毎日ボウル芳川 関川　恪四郎 87歳 東　京・荻窪ボウル 浦野　和雄 87歳 長　野・ラウンドワンスタジアム長野店
及川　幸治 87歳 神奈川・神奈中平塚ボウル 磯村　璋一 87歳 山　梨・都留ファミリーボウル 青木　孝一 87歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店
石川　幸男 87歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 永井　正昭 87歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 林　　秀次 87歳 東　京・高田馬場グランドボウル
山城　秀人 87歳 沖　縄・北谷ボウル 纐纈　金正 87歳 愛　知・稲沢グランドボウル 西原　清昭 87歳 広　島・広電ボウル
鈴川　忠雄 87歳 山　口・ボウリングの・森 米原　稔育 87歳 徳　島・スエヒロボウル 春原　武史 87歳 愛　知・岡崎グランドボウル
小林　庸祐 87歳 神奈川・川崎グランドボウル 上野　力 87歳 長　野・アピナボウル長野篠ノ井店 鵜飼　寛和 87歳 静　岡・藤枝グランドボウル
土屋　久敬 87歳 東　京・経堂ボウル 永田　安雄 87歳 宮　崎・宮崎エースレーン 北川　安民 87歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル
町　　鍵治 87歳 静　岡・藤枝グランドボウル 菅野　昭弥 87歳 神奈川・江の島ボウリングセンター /ボウリング王国スポルト八景店 水場　芳郎 87歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
鈴木　學 87歳 北海道・ディノスボウル苫小牧 福田　實 87歳 神奈川・相模ファーストレーン /相模原パークレーンズ 足立　明利 87歳 愛　媛・キスケKIT
和田　勇 87歳 東　京・西東京レーン 間曽　一郎 87歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 東本　春吉 87歳 徳　島・スエヒロボウル
高橋　正夫 87歳 福　岡・フラワーボウル 田岡　兆生 87歳 広　島・ミスズボウル 日吉　暎 87歳 静　岡・暖香園ボウル
茂田　勇 87歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 南雲　良一 87歳 新　潟・サウンドボウル六日町店 硴田　静也 87歳 長　崎・西肥シルバーボウル
星野　清美 87歳 神奈川・川崎グランドボウル 山口　昇 87歳 東　京・アイビーボウル向島 関　　弘忠 87歳 東　京・アイビーボウル向島
長塚　栄一郎 87歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 野口　義春 87歳 埼　玉・ジョイナスボウル 古田　正行 87歳 岐　阜・コスモボウル羽島 /アソビックスびさい
岡部　貞嗣 87歳 東　京・池袋ロサボウル 工藤　慧 87歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 筑紫　僖爽 87歳 東　京・高尾スターレーン
東條　清治 87歳 千　葉・富津スターレーン 山村　未義 87歳 静　岡・富士パークレーンズ 井出　主馬 87歳 長　崎・西肥シルバーボウル
岩崎　千尋 87歳 茨　城・勝田パークボウル 小林　久人 87歳 千　葉・本八幡スターレーン 佐々木浩 87歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
今泉　敞春 87歳 東　京・笹塚ボウル 佐々木吉満 87歳 静　岡・御殿場パークレーンズ /富士パークレーンズ 渡邊　登 87歳 三　重・アソビックスあさひ
山下　文一 87歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 武富　正克 87歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル 馬場本八郎 87歳 佐　賀・メリーランドタケオボウル
羽富　富 87歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 津波古繁 87歳 沖　縄・北谷ボウル 鈴木　康平 87歳 千　葉・ボウルアピア柏中央店
新垣　宜成 87歳 沖　縄・マチナトボウル 平野　節夫 87歳 千　葉・富津スターレーン 高村　正男 87歳 静　岡・神明ボウル
水黒　洪介 87歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 長縄　久三 87歳 岐　阜・多治見パークレーンズ 黒岩　武重 87歳 東　京・東大和グランドボウル
白須　道治 87歳 東　京・立川スターレーン 阿部　一久 87歳 山　口・防府ゴールデンボール 富田　清 87歳 茨　城・大学ボウル水戸店
粕谷　岱三 87歳 岩　手・マッハランド 太田　〆男 87歳 長　野・ヤングファラオ 毛利　滋 87歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
氏家　義雄 87歳 静　岡・袋井グランドボウル /毎日ボウル芳川 藤原　義友 87歳 愛　媛・桑名ボウル 石橋　正光 87歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
土井　豊 87歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 瓜生　明教 87歳 福　岡・小嶺シティボウル 岩田　禎夫 87歳 愛　知・アソビックスびさい /稲沢グランドボウル
和田　昭太郎 87歳 愛　知・スポルト名古屋 滑川　広海 87歳 東　京・高尾スターレーン 三輪　章三 87歳 滋　賀・愛知川ボウル
吉田　義豊 87歳 愛　知・稲沢グランドボウル 玉城　健三 87歳 沖　縄・サラダボウル 石渡　修三 87歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
氏原　良浩 87歳 愛　知・幸田セントラルボウル 松元　昭雅 87歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店

飯田　高二 89歳 東　京・経堂ボウル 伊藤　ただし 89歳 神奈川・相模原パークレーンズ 徳永　達 89歳 埼　玉・SAP草加ボウル
小島　弘 89歳 三　重・アソビックスあさひ 近藤　金満 89歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 御酒本達 89歳 千　葉・本八幡スターレーン
西方　幸三 89歳 東　京・高田馬場グランドボウル /荻窪ボウル 飯沼　克己 89歳 神奈川・相模ファーストレーン /相模原パークレーンズ 中川　郁雄 89歳 岩　手・マッハランド
小野　和宏 89歳 神奈川・神奈中平塚ボウル 市原　壮六 89歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 望月　洋 89歳 静　岡・暖香園ボウル
鍋島　修身 89歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 榎本　芙二男 89歳 埼　玉・ニューパールレーン武里 竹内　乙栄 89歳 石　川・コロナキャットボウル金沢店
大庭　実 89歳 静　岡・毎日ボウル芳川 萩原　勲二 89歳 神奈川・相模ファーストレーン 渡辺　康 89歳 東　京・中野サンプラザボウル
小笠原勇 89歳 山　梨・都留ファミリーボウル 中川　進 89歳 東　京・経堂ボウル 中原　良一 89歳 岩　手・盛岡スターレーン
小川　正美 89歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 武田　栄蔵 89歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 関口　文男 89歳 栃　木・サンプラザボウル
唐鎌　一夫 89歳 東　京・池袋ロサボウル 大朝　幸雄 89歳 広　島・広電ボウル 荒木　暢 89歳 東　京・中野サンプラザボウル
萩中　利雄 89歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 小松　伸 89歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 井上　嘉雄 89歳 東　京・立川スターレーン
齊藤　獎 89歳 千　葉・本八幡スターレーン 近藤　治 89歳 徳　島・スエヒロボウル 井上　忠芳 89歳 福　岡・フラワーボウル
土居　登喜男 89歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 野田　正雄 89歳 東　京・世田谷オークラボウル 福島　允 89歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店
横山　照良 89歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 吉田　勤 89歳 千　葉・本八幡スターレーン 梅澤　恒雄 89歳 群　馬・藤岡ボウル
高田　静 89歳 静　岡・トマトボウル 小島　宗夫 89歳 東　京・高尾スターレーン 小倉　武 89歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
津田　義巳 89歳 福　岡・スポルト福岡 斉藤　喬 89歳 千　葉・本八幡スターレーン 森　　泰一 89歳 神奈川・相模ファーストレーン
岡田　啓治 89歳 群　馬・パークレーン高崎 長森　安之 89歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 赤木　茂樹 89歳 岡　山・ネグザスボウル
相川　政昭 89歳 東　京・東京ポートボウル 田中　大助 89歳 千　葉・富津スターレーン 阿部　守孝 89歳 埼　玉・所沢スターレーン
磯崎　定雄 89歳 東　京・平和島スターボウル 中島　省三 89歳 青　森・ゆりの木ボウル 宮田　てい三 89歳 奈　良・トドロキボウル
鈴木　光弌 89歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 辰巳　明城 89歳 愛　知・コロナキャットボウル安城店 宮田　齊 89歳 東　京・池袋ロサボウル
金山　乙二 89歳 三　重・アソビックスあさひ 山下　寿 89歳 大　分・OBS BOWL 構井　健治 88歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店
田井　実 88歳 広　島・ミスズボウル 平山　新三 88歳 愛　知・半田グランドボウル 本田　純夫 88歳 愛　知・スポルト名古屋
佐藤　辰夫 88歳 愛　知・東名ボール 大沼　辰夫 88歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 原田　光男 88歳 群　馬・パークレーン高崎
井手口金満 88歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 初澤　清蔵 88歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 若松　清司 88歳 東　京・東大和グランドボウル
大塚　武治 88歳 埼　玉・松原スターボウル 喜屋武一正 88歳 沖　縄・エナジックボウル サザン 鷲見　成正 88歳 東　京・池袋ロサボウル
中根　忠彦 88歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 得平　倍田 88歳 大　分・OBS BOWL 岸　　喜一郎 88歳 宮　城・プレナミヤギ
郡　　秀元 88歳 東　京・SAP日野ボウル 森田　譲二 88歳 鳥　取・米子YSPボウル 金城　栄一 88歳 沖　縄・マチナトボウル
鈴木　博之 88歳 愛　知・コロナキャットボウル豊川店 瀧　　顕静 88歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 飯野　寛隆 88歳 福　岡・フラワーボウル
灘　　隆司 88歳 広　島・広電ボウル 北島　賢 88歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 高野　　廣 88歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
坂田　光一 88歳 東　京・立川スターレーン 花岡　智三 88歳 東　京・蒲田 IMONボウル 大平　知清 88歳 大　分・OBS BOWL
岩瀬　種好 88歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店 坪井　浩 88歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 菅田　光芳 88歳 東　京・世田谷オークラボウル
小崎　昇一 88歳 熊　本・LTBボウル水前寺 池田　達夫 88歳 大　分・日田アストロボウル 中野　昭八 88歳 山　口・ボウリングの・森
川上　巽 88歳 岡　山・ネグザスボウル 和田　毅 88歳 広　島・ミスズボウル 植松　三郎 88歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター
橋本　不二夫 88歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 和気　邦男 88歳 埼　玉・芝グランドボール 田村　英夫 88歳 奈　良・トドロキボウル
田上　政春 88歳 福　岡・フラワーボウル 可児　健三 88歳 愛　知・春日井グランドボウル 世戸　一弥 88歳 佐　賀・ボウルアーガス
平田　忠一 88歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 田中　仁 88歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 林　　明 88歳 山　口・下関ロイヤルボウル
成田　文丸 88歳 福　岡・小嶺シティボウル 上野　恒美 88歳 福　岡・スポルト福岡 宮平　源助 88歳 沖　縄・エナジックボウル サザン
木村　實 88歳 徳　島・スエヒロボウル 伴　　保一郎 88歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル 森　　敏夫 88歳 愛　媛・桑名ボウル
渡辺　裕 88歳 神奈川・ハマボール 峰松　多久美 88歳 東　京・高田馬場グランドボウル 三上　弘文 88歳 青　森・アサヒボウル
浜田　基義 88歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 鮫島　一一 88歳 千　葉・富津スターレーン 小杉　京次 88歳 静　岡・浜松毎日ボウル
花輪　猛 88歳 千　葉・本八幡スターレーン 山崎　俊一 88歳 長　野・ラウンドワンスタジアム長野店 永田　公義 88歳 静　岡・掛川毎日ボウル
水谷　久夫 88歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 伊藤　哲夫 88歳 東　京・荻窪ボウル /中野サンプラザボウル 會澤　利夫 88歳 神奈川・ハマボール
菱倉　久 88歳 埼　玉・松原スターボウル 大久保雅彦 88歳 神奈川・相模原パークレーンズ 柳澤　満 88歳 東　京・平和島スターボウル
渡辺　一茂 88歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター 中野　純一 88歳 福　岡・小嶺シティボウル 斉藤　清仁 88歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
桐田　薫 88歳 広　島・広島パークレーン 古谷　政美 88歳 北海道・ディノスボウル苫小牧 加集　一夫 88歳 徳　島・スエヒロボウル
早川　孝 88歳 愛　知・コロナキャットボウル半田店 /半田グランドボウル 伊藤　昭隆 88歳 静　岡・毎日ボウル芳川 竹中　敏夫 88歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
十枝　和宏 88歳 千　葉・本八幡スターレーン 志村　喜末 88歳 埼　玉・所沢スターレーン 佐々田良平 87歳 東　京・アイビーボウル向島
羽富　豊 87歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 鈴木　雄治 87歳 埼　玉・所沢スターレーン 野口　敬三 87歳 徳　島・スエヒロボウル
小久保種男 87歳 東　京・新小岩サニーボール 菊池　恒男 87歳 千　葉・富津スターレーン 澤江　幸男 87歳 島　根・益田ボウリング
糸井　弘眞 87歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 松本　一敏 87歳 大　分・日田アストロボウル 池田　正昭 87歳 佐　賀・ボウルアーガス
中村　康司 87歳 静　岡・ビラ江戸屋ボウル 鈴木　幸雄 87歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 吉岡　孟 87歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 /ボウリング王国スポルト八景店
上山　進 87歳 千　葉・本八幡スターレーン 畑　　好 87歳 福　岡・折尾スターレーン 吉原　進 87歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
安井　計 87歳 三　重・アソビックスあさひ 穴本　正雄 87歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 佐野　一光 87歳 愛　知・半田グランドボウル
折橋　廉平 87歳 埼　玉・所沢スターレーン 平井　敏彦 87歳 長　崎・西肥シルバーボウル 徳光　政夫 87歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル
岡　　静雄 87歳 香　川・太洋ボウル 古澤　明政 87歳 長　野・ヤングファラオ 竹島　秀明 87歳 北海道・ディノスボウル帯広
石川　保　 87歳 愛　知・稲沢グランドボウル 馬場　利太郎 87歳 神奈川・相模ファーストレーン 佐藤　政夫 87歳 神奈川・相模ファーストレーン
林　　邦雄 87歳 埼　玉・所沢スターレーン 竹内　郁夫 87歳 愛　知・岡崎グランドボウル 中村　一 87歳 佐　賀・ファズボウリングセンター
平田　正太郎 87歳 奈　良・オプトボウルタカダ 前田　明彦 87歳 東　京・平和島スターボウル 榎本　良一 87歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
糟谷　眞之 87歳 静　岡・浜松毎日ボウル 勝呂　吉彦 87歳 静　岡・富士パークレーンズ 小原　隆根 87歳 岩　手・盛岡スターレーン
杉田　勝 87歳 東　京・東大和グランドボウル 沓間　仁 87歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 田中　光 87歳 東　京・荻窪ボウル
山下　博三 87歳 奈　良・オプトボウルタカダ 田崎　正裕 87歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 尾西　明 87歳 福　岡・宗像シティボウル
小川　勝次 87歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 新崎　政昌 87歳 沖　縄・スカイレーン 竹内　守 87歳 東　京・高尾スターレーン
冨工　冨雄 87歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 安田　清春 87歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 宮崎　光央 87歳 福　岡・折尾スターレーン
井口　初彦 87歳 静　岡・神明ボウル 榎本　利春 87歳 東　京・アイビーボウル向島 桑原　幸男 87歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店
石井　博文 87歳 鳥　取・米子YSPボウル 福元　充 87歳 大　阪・アルゴボウル 佐野　明 87歳 愛　知・コロナキャットボウル中川店
酒井　見行 87歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 上田　厚一 87歳 茨　城・大学ボウル土浦本店 船木　一郎 87歳 神奈川・桜ヶ丘ボウリングセンター
加藤　勝美 87歳 愛　知・星が丘ボウル 山本　晋滋 87歳 大　分・OBS BOWL 小塩　定雄 87歳 大　分・日田アストロボウル
豊田　勝三 87歳 広　島・キャッスルボウル福山 住田　隆一 87歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 木下　教男 87歳 三　重・ラウンドワン津・高茶屋店
飯田　仁一 87歳 群　馬・桐生スターレーン 板倉　進 87歳 愛　知・岡崎グランドボウル 橋川　誠 87歳 神奈川・江の島ボウリングセンター
庄司　恒夫 87歳 静　岡・富士パークレーンズ 小林　照 87歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 矢崎　睦久 87歳 東　京・SAP日野ボウル
喜安　武司 87歳 愛　媛・松山中央ボウル 杉浦　稔亮 87歳 愛　知・半田グランドボウル 重山　福男 87歳 宮　崎・宮崎エースレーン
矢野　孝 87歳 山　梨・都留ファミリーボウル 秋田　明人 87歳 愛　知・稲沢グランドボウル 樫山　正次郎 87歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
丸本　繁 87歳 埼　玉・SAP草加ボウル 小坂　萬 87歳 静　岡・浜松毎日ボウル /毎日ボウル芳川 田羅間邦太 87歳 香　川・坂出中央ボウル
川内　秀雄 87歳 長　崎・諫早パークレーン 三崎　繁利 87歳 長　崎・マリンボウル 石川　博 87歳 栃　木・宇都宮第二トーヨーボウル
黒川　知秋 87歳 香　川・MG-BOWL 豊富　信義 87歳 福　岡・小嶺シティボウル

藤元　良喬 99歳 宮　崎・宮崎エースレーン 篠田　實 98歳 千　葉・本八幡スターレーン 阿部　義定 97歳 愛　媛・保内ボウル
秋田　豊 97歳 東　京・荻窪ボウル 加藤　春郎 97歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店 六本木茂 97歳 千　葉・本八幡スターレーン
松本　昊 96歳 神奈川・川崎グランドボウル 中村　安吉 96歳 埼　玉・ジョイナスボウル 栗林　雄二郎 96歳 東　京・笹塚ボウル
長尾　育三 95歳 山　口・下関ロイヤルボウル 荒納　義政 95歳 東　京・トミコシ高島平ボウル 舟橋　渡一 95歳 山　梨・ダイトースターレーン双葉
宗野　虎三 95歳 静　岡・神明ボウル 西山　淳吾 94歳 東　京・世田谷オークラボウル 高田　鶴吉 94歳 静　岡・トマトボウル
岡本　陽之介 94歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル 加藤　良雄 94歳 愛　知・東名ボール 中村　勇 94歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター
鈴村　隆二 94歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 加藤　喜作 94歳 埼　玉・アイビーボウル北本 照喜名朝福 93歳 沖　縄・エナジックボウル サザン
冨永　圭一 93歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 荒井　俊雄 93歳 神奈川・ハマボール 岡　　堅 93歳 愛　媛・松山中央ボウル
梶原　常夫 93歳 長　崎・長崎ラッキーボウル 西館　和雄 93歳 神奈川・タチバナボウル 多田出國夫 93歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 /ボウリング王国スポルト八景店
楠　　辰雄 93歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 柳谷　辰雄 93歳 大　分・OBS BOWL 石ヶ森香 93歳 北海道・釧路パレスボウル
玉城　政文 92歳 沖　縄・マチナトボウル 西山　昭三 92歳 東　京・東京ポートボウル 林　　悠司 92歳 長　野・新飯田オークラボウル
酒井　博 92歳 北海道・千歳フジボウル 小田　昭 92歳 福　岡・スポガ香椎 辻阪　文夫 92歳 石　川・レジャーランボウル
高見　照雄 92歳 福　岡・フラワーボウル 田島　政勝 92歳 千　葉・ストライカーズ西船ボウル 西本　行郎 92歳 広　島・広電ボウル
岩田　幸男 92歳 愛　知・稲沢グランドボウル 喜川　佳秀 92歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル 原田　實 92歳 愛　知・半田グランドボウル
安藤　進 92歳 岩　手・盛岡スターレーン 伊東　実 92歳 神奈川・相模ファーストレーン /相模原パークレーンズ 石井　稔 92歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
弓場　藤太 92歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店 門脇　寛 91歳 鳥　取・米子YSPボウル /クイーンボウル 青柳　雄祐 91歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル
末武　裕 91歳 静　岡・暖香園ボウル 中島　文雄 91歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 森　　太郎 91歳 静　岡・トマトボウル
秋田　由夫 91歳 徳　島・スエヒロボウル 犬飼　義男 91歳 愛　知・アソビックスびさい 飯塚　正 91歳 茨　城・大学ボウル土浦本店
大内　章 91歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店 吉田　幸雄 91歳 福　岡・スポガ香椎 岩井　仁平 91歳 静　岡・浜松毎日ボウル
野末　和美 91歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 橋詰　弘司 91歳 静　岡・神明ボウル 二宮　利之 91歳 三　重・アソビックスあさひ
奥村　隆三 91歳 群　馬・ラウンドワンスタジアム前橋店 大内　貞人 91歳 東　京・SAP日野ボウル 栫山　幸男 91歳 福　岡・フラワーボウル
手嶋　慶也　 91歳 熊　本・松橋ボウリングセンター 石津　邦夫 91歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 神谷　貞男 91歳 東　京・高尾スターレーン
佐藤　守 91歳 東　京・高田馬場グランドボウル 布目　芳治 91歳 北海道・帯広スズランボウル 森田　照雄 91歳 東　京・平和島スターボウル
佐藤　英輔 90歳 北海道・ディノスボウル札幌麻生 /サッポロオリンピアボウル 松井　誠三 90歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 江原　三四郎 90歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
久米　正隆 90歳 兵　庫・神戸六甲ボウル 山口　昌宏 90歳 福　岡・宗像シティボウル 高橋　金蔵 90歳 東　京・平和島スターボウル
三谷　繁雄 90歳 京　都・キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 大谷　尅巳 90歳 鳥　取・米子YSPボウル 照山　寛洲 90歳 静　岡・狐ケ崎ヤングランドボウル
見上　健二 90歳 富　山・立山グランドボウル 小長井和夫 90歳 静　岡・トマトボウル /狐ケ崎ヤングランドボウル 潟岡　清 90歳 広　島・広電ボウル
今澤　幹男 90歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 服部　博司 90歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店 山下　松雄 90歳 東　京・世田谷オークラボウル
政住　光 90歳 福　岡・太宰府 Jボウル 稲生　博 90歳 愛　媛・保内ボウル 越智　清市 90歳 愛　媛・桑名ボウル
沼尻　一男 90歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 中村　一男 90歳 宮　崎・都城ハイレーンズ 鈴木　英世 90歳 東　京・中野サンプラザボウル
梅原　寛 90歳 静　岡・トマトボウル 中奥　文雄 90歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル 荻野　房雄　 90歳 神奈川・ハマボール
川地　時男 90歳 岐　阜・多治見パークレーンズ 渡辺　義一 90歳 北海道・厚別パークボウル 上星　光司 90歳 静　岡・浜松毎日ボウル
友野　昌芳 90歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店 鈴木　侔 90歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 吉田　茂春 90歳 千　葉・北小金ボウル
丸山　七郎 90歳 静　岡・毎日ボウル芳川 香月　晋 90歳 長　崎・パラダイスボウル 日置　祥弌 90歳 東　京・荻窪ボウル
萩原　正幸 90歳 静　岡・富士パークレーンズ 又吉　昇善 90歳 沖　縄・北谷ボウル 安部　高充 90歳 神奈川・相模ファーストレーン /相模原パークレーンズ
桂　　義和 90歳 滋　賀・ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店 板東　安郎 90歳 徳　島・スエヒロボウル 杉本　喜吉 90歳 東　京・中野サンプラザボウル
杉山　菊雄 90歳 千　葉・本八幡スターレーン

前原　信光 106歳 沖　縄・マチナトボウル 佐藤　直次 98歳 東　京・経堂ボウル 奥谷　賢一郎 98歳 千　葉・ときわ平ボウリングセンター
中村　精幸 97歳 沖　縄・マチナトボウル 小川　久 97歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 浅井　隆雄 97歳 愛　知・スポルト名古屋
奥村　栄 96歳 埼　玉・所沢スターレーン 岸本　光正 96歳 鳥　取・鳥取スターボウル 佐分　良雄 96歳 愛　知・アソビックスかにえ
池田　進 96歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 長倉　次男 95歳 東　京・中野サンプラザボウル 藤田　順蔵 95歳 兵　庫・神戸六甲ボウル
瓜生　二十二 95歳 東　京・経堂ボウル 谷口　茂 95歳 香　川・志度ファミリーボウル 片山　喬 94歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
織間　佐介 94歳 埼　玉・春日部ターキーボウル 堺　　宏 94歳 埼　玉・所沢スターレーン 篠原　時晴 94歳 栃　木・小山ゴールドレーン
森久保裕 94歳 神奈川・ハマボール 長崎　栄一 94歳 東　京・世田谷オークラボウル 水野　　武 93歳 愛　知・東名ボール
加藤　義和 93歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 斉藤　昭二 93歳 静　岡・藤枝グランドボウル 西村　久男 93歳 山　形・ヤマコーボウル
篠原　良三郎 93歳 東　京・世田谷オークラボウル 麻田　倍男 93歳 奈　良・トドロキボウル 小畑　幸次 93歳 埼　玉・所沢スターレーン
武藤　清治 93歳 北海道・ディノスボウル帯広 浦津　誠次 93歳 熊　本・司ボウル玉名 吉田　聖 93歳 長　崎・諫早パークレーン
岩崎　武治 92歳 東　京・高尾スターレーン 赤松　益樹 92歳 愛　媛・保内ボウル 古田　典 92歳 岐　阜・コロナキャットボウル大垣店
秋山　光雄 92歳 東　京・品川プリンスホテルボウリングセンター 寺井　國雄 92歳 東　京・東京ドームボウリングセンター 木滝　長十郎 92歳 茨　城・鹿島ボウル
浅沼　正太郎 92歳 愛　知・スポルト名古屋 小長谷功 92歳 静　岡・神明ボウル 増田　春雄 92歳 北海道・ディノスボウル帯広
松森　邦雄 92歳 鳥　取・鳥取スターボウル 森　　俊彦 92歳 神奈川・ハマボール 小林　四一郎 92歳 群　馬・エメラルドボウル
山口　理吉 92歳 神奈川・相模ファーストレーン 小林　國男 92歳 山　梨・都留ファミリーボウル 飯沼　信一 92歳 福　島・ボウリング王国スポルト平店
星　　恒夫 92歳 千　葉・富津スターレーン 岩橋　滋 92歳 東　京・高尾スターレーン 鈴木　久 91歳 埼　玉・ニューパールレーン武里
白井　稔 91歳 愛　知・岩屋キャノンボウル 宮島　章好 91歳 東　京・中野サンプラザボウル 安齊　昭 91歳 神奈川・ボウリング王国スポルト横須賀店
大野　哲男 91歳 東　京・高尾スターレーン 石原　博 91歳 神奈川・タチバナボウル 土屋　哲夫 91歳 岩　手・盛岡スターレーン
三島　昭 91歳 熊　本・ボウリング王国スポルト熊本店 大国　知正 91歳 島　根・出雲会館センターボウル 手塚　保幸 91歳 福　岡・ランドパーク飯塚第一ボウル
豊田　佳一 91歳 愛　知・岡崎グランドボウル 山本　昭治 91歳 山　口・防府ゴールデンボール 阿波連栄　 91歳 沖　縄・マチナトボウル
山本　和美 91歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 坂本　勲 91歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店 郡　　安秀 91歳 兵　庫・神戸六甲ボウル
大村　重雄 91歳 大　分・OBS BOWL 佐伯　隆一 91歳 東　京・東大和グランドボウル 福原　直 91歳 福　岡・太宰府 Jボウル
古矢　昭吾 91歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 井上　六郎 91歳 栃　木・王冠ボウル 北澤　藤治 91歳 千　葉・ボウルアピア柏中央店
中崎　至 91歳 北海道・千歳フジボウル 賀古　建次 90歳 埼　玉・所沢スターレーン 松本　武 90歳 千　葉・本八幡スターレーン
高崎　茂丸 90歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 林　　明 90歳 熊　本・司ボウル玉名 篠田　徹男 90歳 北海道・厚別パークボウル
田川　實夫 90歳 福　岡・七隈ファミリープラザ 崎川　清秀 90歳 静　岡・柿田川パークレーンズ 上村　友喜 90歳 福　岡・七隈ファミリープラザ
豊泉　弘 90歳 埼　玉・新狭山グランドボウル 稲葉　良一 90歳 茨　城・坂東ファミリーボウル 下村　貞一 90歳 岐　阜・関ボウリングセンター
太田　豊二郎 90歳 福　岡・コロナキャットボウル小倉店 妹尾　昇 90歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 田中　隆義 90歳 埼　玉・アイビーボウル北本
中村　一 90歳 神奈川・相模ファーストレーン 小佐野慎吾 90歳 千　葉・富津スターレーン 鈴木　隆博 90歳 埼　玉・新狭山グランドボウル
掛谷　芳雄 90歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ 宇佐美新次 90歳 静　岡・ビラ江戸屋ボウル 渡辺　太助 90歳 埼　玉・芝グランドボール
中村　平二 90歳 佐　賀・伊万里スターボウル 高橋　勉 90歳 北海道・パシフィックボウル 布目　幸一 90歳 愛　知・コロナキャットボウル小牧店
丸尾　仙 90歳 福　岡・太宰府 Jボウル 丘　　好博 90歳 三　重・ラウンドワン津・高茶屋店 堀内　五郎 90歳 埼　玉・松原スターボウル
中島　眞一 90歳 愛　知・スポルト名古屋 喜友名朝善 90歳 沖　縄・北谷ボウル 鈴木　正敏 90歳 北海道・綜合レジャーサンコーボウル
玉岡　武雄 90歳 愛　媛・キスケKIT 児玉　正男 90歳 山　口・下関ロイヤルボウル 亀井　亮 90歳 埼　玉・所沢スターレーン
澤口　雅彦 90歳 千　葉・本八幡スターレーン 永田　文雄 90歳 静　岡・富士パークレーンズ 松本　功 90歳 東　京・トミコシ高島平ボウル
杉本　隆 90歳 北海道・厚別パークボウル 西村　新八 90歳 宮　城・プレナミヤギ 請川　雅也 90歳 北海道・釧路パレスボウル
中村　幸雄 90歳 静　岡・柿田川パークレーンズ

若本茂之プロが他界
JPBA22期生（ライセ

ンス№503）の若本茂之
プロが8月27日、病気
のため他界した。享年
63。
若本プロは1958年

（昭和33年）1月13日、

東京都の生まれ。足かけ
36年のプロ生活で公式戦
の優勝経験はないが、最近
まで中野サンプラザボウル
で「スペシャルボウリング
教室」と銘打ったレッスン
を担当していた。
謹んで故人のご冥福をお
祈りします。

なお同ポスターは現在、全国
の日場協加盟センターで掲示中
だ（下写真は「男性編」）。

©JPBA

最新の技術、豊富な経験を持つ最新の技術、豊富な経験を持つ

ドリラー 6名在籍ドリラー 6名在籍

オンラインショップのパイオニアhttp://parklanes.jp/

JR横浜線・相模原駅徒歩2分

042-755-1110TEL.http://parklanes.jp/

JR横浜線・相模原駅徒歩2分

042-755-1110TEL.

当センター専属プロボウラー

時本美津子プロ
当センター専属プロボウラー

時本美津子プロ
当センター専属プロボウラー

名和 秋プロ
当センター専属プロボウラー

名和 秋プロ
当センター専属プロボウラー

キム スルギプロ
当センター専属プロボウラー

キム スルギプロ

当センター専属プロボウラー

鈴木 理沙プロ
当センター専属プロボウラー

鈴木 理沙プロ
当センター専属プロボウラー

市原 竜太プロ
当センター専属プロボウラー

市原 竜太プロ
当センター専属プロボウラー

永野すばるプロ
当センター専属プロボウラー

永野すばるプロ 江頭 善文統括マネージャー江頭 善文統括マネージャー

当センター専属プロボウラー当センター専属プロボウラー

今すぐアクセス
オンラインショップのパイオニア

▲軽井沢プリンスカップ出場プロ（途中BL1名を除く）。前列が1～6位入賞者（左
　端が優勝の原口／©JLBC）
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