
男子は現役の3名を含む多
数のナショナルチーム経験者
が受験したが、さすがの実力
者ぞろいとあって、順当に合
格を決めた。しかしその彼ら
を差し置いてトップ合格は、
昨年2次で涙をのんだ大久保
雄矢だった。2位で最終の4
日目を迎えた大久保は、この
日全体1位の3437（AVG22
9.13）を打って、通算1290
2（AVG215.03）の1位で昨
年のリベンジを果たした。
大久保は「今まではただ投

ンを生みだす破壊力抜群の
ボールをアピールポイントに
挙げていた。
また男女を通じて今年の最
年少合格は、17歳の河内唯
斗だった。「始めたころから
の目標がプロだったけど、Ｊ
ＢＣの活動も兼ねることがで
きるようになったので、高校
在学中に受けようと思いまし
た」と河内。中学2年で始め
てまだ5年目とキャリアは浅
く、伸びしろいっぱいの楽し
みな素材だ。
女子は、現役のナショナル

チームからはただ一人の挑戦
だった今井双葉が、意地の
トップ合格を決めた。
「2次の3日目に（横山）実美
ちゃんにまくられ、最終日も
途中で土屋さんに抜かれたと
きは、正直心が折れかけたけ
ど、昨年のジャパンオープン
を終わって受験を決めてから

は、トップ合格だけを
見据えて練習をしてき
たので、後悔のないよ
うにと思って最後まで
冷静に投げました。小
学生のころから大ファ
ンだった姫路麗プロか
ら合格証を頂いて、感
動しました」と今井。
52期の小沼姫に続

く女子では二人目の両
手投げプロとなった横
山実美は、最終日を
トップで迎えたものの、
4位での合格となっ
た。「最終日は自分を
見失って、どんどん投
げ方が悪くなってし
まった。心の問題で
す。女子でも両手投げで勝て
るんだと思ってもらえるよう
に頑張りたい」と、両手投げ
初のタイトルホルダーへ意欲
を見せていた。

第60回男子・第54回女子プロボウラー資格取得テスト 男子14名、女子11名の
新人プロが誕生

▲3次テストを終えて男子14名、女子11名の新人プロが誕生
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順位   　　氏名　   　 住民登録地  利腕    スコア（60G） アベレージ　
大久保雄矢　 奈　良 　 左　 12,902　 215.03
田中　義一　 広　島 　 右　 12,686　 211.43
木村　　晃　 神奈川 　 右　 12,683　 211.38
羽ヶ﨑匠海　 神奈川 　 右　 12,612　 210.20
井口　遼太　 東　京 　 右　 12,539　 208.98
原口　優馬　 長　崎 　 右　 12,491　 208.18
德久　恵大　 長　崎 　 右　 12,386　 206.43
入江　健太　 埼　玉 　 右　 12,361　 206.01
鈴木　一彌　 栃　木 　 左　 12,319　 205.31
藤﨑　　周　 大　阪 　右両  12,197　 203.28
増田　高英　 岐　阜 　右両  12,147　 202.45
鈴木　健也　 神奈川 　右両  12,139　 202.31
金子　　猛　 新　潟 　 右　 12,055　 200.91
河内　唯斗　 石　川 　 右　 12,055　 200.91

＜男子2次実技テスト合格者＞
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順位   　　氏名　   　 住民登録地  利腕    スコア（48G） アベレージ　
今井　双葉　 熊　本 　 右　 　9,903　 206.31
土屋　佑佳　 神奈川 　 右　 　9,730　 202.70
坂野ニイナ　 茨　城 　 右　 　9,682　 201.70
横山　実美　 神奈川 　右両　 9,645　 200.93
関口　実穂　 長　野 　 右　 　9,432　 196.50
中嶋　由美　 千　葉 　 右　 　9,389　 195.60
倉田　　結　 北海道 　 右　 　9,270　 193.12
三上　彩奈　 茨　城 　 右　 　9,253　 192.77
内田　雪月　 埼　玉 　 左　 　9,201　 191.68
竹山　亜希　 滋　賀 　 右　 　9,126　 190.12
美齊津理子　 長　野 　 左　 　9,124　 190.08

＜女子2次実技テスト合格者＞

▲憧れの姫路副会長（右）から合格証を受け取る今井

男子60期生・女子54期生

プロフィール

今年のプロテスト2次実技テストには、1次実技テスト突破者に1次免除者を
加えた男子36名、女子21名が挑んでいたが、男子14名、女子11名が合格ラ
インをクリア、3次テストも全員が無事通過して、5月20日に理事会の承認を
経てライセンスが交付された。

男子60期生

おおくぼ ゆうや①フ
リー②1997年6月2
日③奈良県④174㎝
⑤左⑥O⑦バスケット
ボール、水泳

大久保 雄矢
№1429

たなか よしかず①㈱
広島パークレーン②
2000年6月19日③
広島県④171㎝⑤右
⑥AB⑦なし

田中 義一
№1430

きむら あきら①㈱ボ
ウルスター②2002
年3月28日③神奈川
県④168㎝⑤右⑥B
⑦サッカー

木村　晃
№1431

はがさき たくみ①㈱
ボウルスター②2000
年7月19日③神奈川
県④163㎝⑤右⑥B
⑦なし

羽ヶ﨑匠海
№1432

いぐち りょうた①笹
塚ボウル②1998年7
月24日③東京都④
175㎝⑤右⑥A⑦サッ
カー

井口 遼太
№1433

はらぐち ゆうま①㈱
チョープロ②1999年
8月10日③長崎県④
174㎝⑤右⑥A⑦な
し

原口 優馬
№1434

とくひさ けいた①長
崎国際大学②2001年
2月1日③長崎県④
163㎝⑤右⑥B⑦器
械体操

德久 恵大
№1435

いりえ  けんた①フ
リー②1995年2月4
日③埼玉県④175㎝
⑤右⑥AB⑦サッカー、
ゴルフ、バドミントン

入江 健太
№1436

すずき かずや①小山
ゴールドレーン②
1986年12月7日③
栃木県④159㎝⑤左
⑥A⑦卓球、ソフトテ
ニス

鈴木 一彌
№1437

ふじさき しゅう①フ
リー②1991年12月
24日③北海道④175
㎝⑤右両手⑥Ｂ⑦水
泳、卓球、テニス

藤﨑　周
№1438

ますだ たかひで①フ
リー②1995年8月
25日③岐阜県④170
㎝⑤右両手⑥Ａ⑦野
球

増田 高英
№1439

すずき けんや①ムサ
シボウル②1997年
11月26日③神奈川県
④170㎝⑤右両手⑥
Ｂ⑦サッカー

鈴木 健也
№1440

かねこ たける①フ
リー②1995年12月
22日③新潟県④178
㎝⑤右⑥O⑦なし

金子　猛
№1441

こうち ゆいと①金沢龍
谷高校②2005年2月
1 0 日 ③ 静 岡 県 ④
170.2㎝⑤右⑥B⑦バ
レーボール

河内 唯人
№1442

女子54期生

いまい ふたば①フジ
クラブレシジョン㈱②
1996年5月16日③
熊本県④157.5㎝⑤
右⑥A⑦サッカー、駅
伝

今井 双葉
№ 587

つちや  ゆか①相模
ファーストレーン②
1979年1月18日③
神奈川県④156㎝⑤
右⑥A⑦なし

土屋 佑佳
№ 588

さかの  にいな①フ
リー②2002年2月8
日③茨城県④168㎝
⑤右⑥O⑦なし

坂野 ニイナ
№ 589

よこやま みみ①フ
リー②1998年1月
18日③神奈川県④
161.3㎝⑤右両手⑥B
⑦ソフトボール

横山 実美
№ 590

せきぐち みほ①フ
リー②1993年11月
24日③長野県④162
㎝⑤右⑥AB⑦水泳

関口 実穂
№ 591

なかじま ゆみ①アイ
キョーボウラーズガー
デン②1981年5月6
日③千葉県④166㎝
⑤右⑥O⑦柔道

中嶋 由美
№ 592

くらた ゆう①フリー
②2002年12月9日
③北海道④163㎝⑤
右⑦なし

倉田　結
№ 593

みかみ  あやな①㈱
Star Like②1992年
6月17日③青森県④
157㎝⑤右⑥B⑦水
泳、バレーボール、バ
ドミントン

三上 彩奈
№ 594

うちだ ゆづき①ジョ
イナスボウル②2004
年2月18日③埼玉県
④153㎝⑤左⑥O⑦
なし

内田 雪月
№ 595

たけやま あき①フ
リー②1995年4月
19日③北海道④153
㎝⑤右⑥O⑦スキー

竹山 亜希
№ 596

みさいづ  りこ①フ
リー②1990年3月
18日③長野県④162
㎝⑤左⑥B⑦ソフト
ボール、ドッジボール、
バレーボール他

美齊津 理子
№ 597

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スポーツ歴

げるだけという感じだったけ
ど、自分でドリルをするよう
になって、ボールのライン
ナップやラインどりなど、い
ろいろ考えるようになった。
それが今年のテストにうまく
生かせたかなと思う。トップ
合格は、できればいいと思っ
ていたけど、周りはみんな経
験も実績もある選手ばかり
だったので、自信はなかっ
た」と振り返ったが、サウス
ポーでは希少なクランカータ
イプで、豪快なピンアクショ
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