
No.1

第42号 福士�敏夫�様 3号 H16.9.2 ジャマジャマ会リーグ 61・62 ナノデス1500

品川マンスリートーナメント 43・44 アニマル第41号 吉田�浩二�様 3号 H16.8.7

-

大会名 レーン ボール

プロショップなかや杯 45・46

氏名 自己 達成日

第1号 今市��明�様 - H14.5.6

第2号 三嶋�菊二�様 - H14.6.2 ABBF東日本選手権 7・8 -

第3号 小西�詞行�様 - H14.7.30 全日本高校選手権 73・74 -

第4号 上原�正雄プロ 5号 H14.8.13 品川マンスリートーナメント 49・50 トラウマリカバリー

第5号 小林�三郎�様 8号 H14.9.21 ワールドリーグ 45・46 ロックオンタングステン

第6号 佐々木正治�様 初 H14.10.4 友の会10月度月例競技会 59・60 ディファイエンスECX

第7号 森��康彰�様 初 H14.11.17 第41回全日本選手権東京選考会 55・56 ロックオン

第8号 吉村��悟�様 14号 H14.11.17 第41回全日本選手権東京選考会 45・46 バズソースーパーカーバイド

第9号 品田順一郎プロ - H15.1.22 JPBA上半期優先順位決定戦 77・78 -

第10号 遊駒スカ太郎プロ - H15.1.22 JPBA上半期優先順位決定戦 71・72 -

第11号 大空�輝樹�様 初 H15.2.15 ハナハト会リーグ 49・50 リアクションリコシェ

第12号 多田�健夫�様 2号 H15.2.24 チャンピオンリーグ 43・44 トラックサイレンサー

第13号 涌井�道則�様 10号 H15.3.3 チャンピオンリーグ 63・64 ロジカルZ

第14号 上原�正雄プロ 6号 H15.3.23 品川マンスリートーナメント 43・44 -

第15号 吉田�浩二�様 2号 H15.3.31 友の会月例優勝者大会 43・44 F-1

第16号 多田�健夫�様 3号 H15.5.16 法人クラブ5月度月例競技会 57・58 トラックサイレンサー

第17号 荻窪�一之�様 2号 H15.5.25 都民体育大会ボウリング競技 15・16 エイベックスアディクション

第18号 丸山��徹�様 初 H15.6.8 品川マンスリートーナメント 43・44 ロックオンファイナル

第19号 秋間�光雄�様 6号 H15.6.18 友の会リーグ 43・44 ラディアントウルトラカーボン

第20号 三井�和之�様 12号 H15.8.5 チャンピオンリーグ 43・44 ボルテックスV2

第21号 梅木�孝宏�様 初 H15.8.19 TBA本部リーグ 57・58 フリーク

第22号 秋間�光雄�様 8号 H15.10.19 品川マンスリートーナメント 47・48 ファンタジーXカーボン

第23号 砂口�尚道�様 初 H16.1.3 品川マンスリートーナメント 41・42 コロッサス

第24号 永野すばるプロ 10号 H16.1.10 品川マンスリートーナメント 47・48 エクスプローラー

第25号 砂子�明廣プロ - H16.1.20 JPBA下半期優先順位決定戦 17・18 -

第26号 須藤�一道プロ - H16.1.21 JPBA下半期優先順位決定戦 55・56 -

第27号 酒井�崇裕プロ - H16.1.21 JPBA下半期優先順位決定戦 21・22 -

第28号 丸山��徹�様 2号 H16.2.1 品川マンスリートーナメント 47・48 ロックオンアンコール

第29号 工藤�義徳�様 - H16.3.20 第42回JBC全日本選手権 47・48 -

第30号 川田�正二�様 - H16.3.21 第42回JBC全日本選手権 29・30 -

第31号 日比�正裕�様 - H16.3.21 第42回JBC全日本選手権 13・14 -

第32号 郡司��守�様 4号 H16.4.5 研修リーグ 67・68 フラッシュバック

第33号 福士�敏夫�様 2号 H16.4.21 友の会リーグ 51・52 ナノデス1500

第34号 香月�定幸�様 4号 H16.6.2 品川マンスリートーナメント 45・46 アイコンQ

第35号 吉田�浩二�様 3号 H16.6.2 友の会リーグ 49・50 アニマル

第36号 丸山��博�様 7号 H16.6.6 NBF第2地区総合月例競技会 45・46 AZOウォーリァー

第37号 小林�三郎�様 9号 H16.7.9 ワールドリーグ 47・48 レーンマジック

第38号 大串�裕太�様 - H16.7.27 第28回全日本高校選手権 59・60 -

第28回全日本高校選手権 57・58 -第39号 下地�健太�様 - H16.7.27

第28回全日本高校選手権 67・68 -第40号 藤井�信人�様 - H16.7.27
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No.2

氏名 自己 達成日 大会名 レーン ボール

第43号 ジェイソンカウチ - H16.9.11 PBAプロアマトーナメント 55・56 エイベックスオブジェッション

第44号 舛友�哲也 2号 H16.9.14 品川マンスリートーナメント 63・64 アニマル

第45号 青木�増位�様 6号 H16.9.16 品川マンスリートーナメント 49・50 Xファクター

第46号 武本�真明�様 - H17.1.16 JBCナショナルチーム選考会 67・68 -

第47号 下地�健太�様 - H17.1.16 JBCナショナルチーム選考会 69・70 -

第48号 上原�正雄プロ 7号 H17.2.12 品川マンスリートーナメント 55・56 ラベージⅡ

第49号 坂牧��賢�様 - H17.2.13 TBA本部月例競技会 65・66 ベロシティー

第50号 高田��学�様 - H17.2.13 TBA本部月例競技会 43・44 マキシムベロシティー

第51号 小椋��剛�様 3号 H17.2.13 友の会月例競技会 49・50 ベロシティー

第52号 酒井�幸江プロ 2号 H17.4.6 品川マンスリートーナメント 45・46 ディール

第53号 香月�定幸�様 5号 H17.5.18 品川マンスリートーナメント 43・44 ロックオンアンコール

第54号 金田�孝一�様 - H17.7.9 第35回全国どんぐりクラブ競技大会 19・20 -

第55号 山本�正志�様 2号 H17.7.15 法人クラブ月例競技会 63・64 ボルテックスV2

第56号 香月�定幸�様 6号 H17.8.27 品川マンスリートーナメント 45・46 ロックオンアンコール

第57号 沖村��孝�様 - H17.10.16 第22回JBC関東地区選手権 17・18 -

第58号 大塚�鷹美�様 9号 H17.11.14 研修リーグ 61・62 スモーキンインフェルノ

第59号 佐久間裕二�様 - H17.11.23 第44回全日本選手権東京選考会 55・56 -

第60号 斉藤�悦子プロ - H17.12.10 第28回プリンスカップ 21・22 -

第61号 金城�愛乃プロ - H17.12.10 第28回プリンスカップ 17・18 -

第62号 大塚�鷹美�様 10号 H17.12.18 第44回全日本選手権東京選考会 13・14 スモーキンインフェルノ

第63号 濱出�恵一�様 - H17.12.18 第44回全日本選手権東京選考会 5・6 -

第64号 中島�隆博�様 3号 H17.12.18 第44回全日本選手権東京選考会 21・22 アイコン

第65号 吉村��悟�様 19号 H18.1.11 友の会リーグ 57・58 バーディゴ

第66号 山本�正志�様 4号 H18.1.20 法人クラブ月例競技会 73・74 フェノムアンリッシュド

第67号 太田�美紀プロ - H18.3.5 ABS300CLUBプロアマトーナメント 5・6 -

第68号 吉田�浩二�様 5号 H18.3.11 品川マンスリートーナメント 49・50 ザ・ワン

第69号 小橋�修二�様 - H18.3.18 第44回JBC全日本選手権 45・46 -

第70号 伊藤��丈�様 - H18.3.19 第44回JBC全日本選手権 29・30 -

第71号 吉野�政弘�様 - H18.3.19 第44回JBC全日本選手権 51・52 -

第72号 武本�真明�様 - H18.3.19 第44回JBC全日本選手権 19・20 -

第73号 難波江康雄�様 - H18.3.20 第44回JBC全日本選手権 17・18 -

第74号 上手�浩二�様 - H18.3.20 第44回JBC全日本選手権 47・48 -

第75号 鈴木��昭�様 - H18.3.21 第44回JBC全日本選手権 23・24 -

第76号 梅田�典子�様 初 H18.4.1 サタデーモーニングリーグ 43・44 アスリートボム

第77号 山本�忠男�様 5号 H18.4.24 チャンピオンリーグ 65・66 ロックオン

第78号 市川��一�様 - H18.4.29 第41回BPAJ東京大会 5・6 -

第79号 小林�三郎�様 10号 H18.6.5 チャンピオンリーグ 49・50 ビッグ・ワン

第80号 吉田�浩二�様 6号 H18.7.2 品川選手権 49・50 ザ・ワン

第81号 涌井�道則�様 11号 H18.7.31 チャンピオンリーグ 55・56 ビッグ・ワン

第82号 飯村�憲二�様 - H18.9.2 ジャパンカップアマ選抜大会 47・48 アクション

第83号 堀越��学�様 - H18.9.2 ジャパンカップアマ選抜大会 31・32 ナノデスブルー

第84号 余��政雄�様 - H18.9.2 ジャパンカップアマ選抜大会 69・70 オーサムフック

第85号 クリスロスチェッター - H18.9.20 ジャパンカップ2006 29・30 -
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No.3

第128号 菅澤�一男�様 4号 H20.3.31 チャンピオンリーグ 45・46 ブラックウィドーバイト

第127号 鈴木�忠明�様 3号 H20.3.26 法人クラブリーグ 47・48 ビックブロックディーゼル

第126号 加藤�守一�様 - H20.3.23 ABS300CLUBプロアマトーナメント 7・8 -

第125号 山本�優介�様 - H20.3.23 ABS300CLUBプロアマトーナメント 51・52 ナノデスアキｭライン3

第124号 山口�行雄�様 - H20.3.16 NBF東日本選手権東京都選考会 - -

第123号 中谷�優子プロ - H20.3.9 DHC Girls International - -

第122号 大石�奈緒�様 - H20.3.8 DHC Girls International - -

第121号 五十嵐久乃プロ - H20.3.8 DHC Girls International - -

大会名 レーン ボール氏名 自己 達成日

第86号 若狭�達弘�様 - H18.10.13 第39回JBC全日本新人選手権 47・48 ギャロップ

第87号 大塚�鷹美�様 11号 H18.11.20 チャンピオンリーグ 71・72 クラシックロック

第88号 柏崎��稔�様 - H18.11.23 プロショップなかや杯 3・4 -

第89号 鑓田�澄子�様 初 H19.1.25 ルビーサークルプロチャレンジ 45・46 ブラックウィドーパール

第90号 矢野��浩�様 初 H19.2.2 ワールドリーグ 49・50 -

第91号 菅��次郎�様 - H19.3.18 NBF東日本選手権東京都選考会 27・28 -

第92号 市原�竜太プロ - H19.3.25 ABS300CLUBプロアマトーナメント 67・68 -

第93号 キムヨンピルプロ - H19.4.24 2007シーズントライアル 43・44 -

第94号 清水�昭雄プロ - H19.4.24 2007シーズントライアル 19・20 -

第95号 吉田�浩二�様 7号 H19.5.2 友の会リーグ 45・46 -

第96号 青木�増位�様 7号 H19.6.10 友の会月例競技会 57・58 -

第97号 石井�秀司�様 3号 H19.7.11 友の会リーグ 53・54 -

第98号 篠原�大明�様 - H19.7.24 第31回全日本高校選手権 47・48 -

第99号 只川慎太郎�様 - H19.7.24 第31回全日本高校選手権 35・36 -

第100号 秋間�光雄�様 - H19.8.26 プロショップなかや杯 43・44 -

第101号 山中�岩雄� - H19.8.29 法人クラブリーグ 51・52 -

第102号 砂口�尚道�様 2号 H19.8.27 チャンピオンリーグ 69・70 アクションアタック

第103号 ビル・オニール - H19.9.21 ジャパンカップ2007 29・30 -

第104号 クリスロスチェッター - H19.9.21 ジャパンカップ2007 25・26 -

第105号 玉置幸一郎プロ - H19.9.28 ワールドリーグ 47・48 -

第106号 郡司��守�様 5号 H19.11.8 品川マンスリートーナメント 49・50 ゲームブレイカー

第107号 森本�圭也�様 2号 H19.11.12 研修リーグ 63・64 ブラックウィドーパール

第108号 梅木�孝宏�様 - H19.11.18 第46回全日本選手権東京選考会 11・12 -

第109号 十河�良英�様 - H19.11.24 第41回宮様チャリティートーナメント 15・16 -

第110号 松丸�澄子�様 - H19.12.8 第30回プリンスカップ 59・60 -

第111号 青木�増位�様 8号 H19.12.12 品川マンスリートーナメント 49・50 インフィニット・ワン

第112号 鈴木�信義�様 - H19.12.23 JPBAツアーコンディショントーナメント 53・54 -

第113号 上原�正雄プロ - H20.1.18 ワールドリーグ 49・50 -

第114号 名倉��努プロ - H20.1.22 シーズントライアル2008 43・44 -

第115号 工藤�貴志プロ - H20.1.22 シーズントライアル2008 21・22 -

第116号 吉田�浩二�様 10号 H20.1.23 友の会リーグ 59・60 ゲームブレイカー

第117号 中沢��勤�様 - H20.1.27 品川マンスリートーナメント 49・50 -

品川マンスリートーナメント 49・50 -第118号 青木�増位�様 9号 H20.1.31

第25回全日本実業団都市対抗選手権 43・44 -第119号 広垣�圭一�様 - H20.2.10

DHC Girls International - -第120号 ターニャルーミンパー - H20.3.8
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