
■ 主　　　催　：　有限会社　クリエイティブハウス　エーツー
　 ■ 協　　　力　：　東海地区プロボウラーズ選手会

アソビックスグループ
　 ■ 承　　　認　：　(公社)日本プロボウリング協会

■ 協　　　賛　： 株式会社アークインターナショナル 株式会社ソシオジャパン
株式会社アメリカンボウリングサービス 株式会社ハイスポーツ
川﨑秀二 ヒロ・コーポレーション
株式会社コバ商事 保険の宮越
小林接骨院 松田商事株式会社
株式会社サンブリッジ レジェンドスター株式会社
アサヒ飲料株式会社 石田　　典寛

■ 日　　　時　：　平成２９年５月７日（日）
■ 会　　　場　：　アソビックスびさい（ＢＷ　３２Ｌ）

　　　　〒４９４－０００２　愛知県一宮市篭屋３－９－１
ＴＥＬ０５８６（４７）５６６６　ＦＡＸ０５８６（４７）５６６５

■ 競技方法　： 予選・・・Ａシフトプロ２７名アマ６３名、Ｂシフトプロ２７名アマ６３名、合計１８０名にて予選６Ｇを投球、
　　　　　　各シフトプロ上位１５名、アマ上位１５名、合計６０名を準々決勝へ選出
準々決勝・・・２ゲーム投球し、８ゲームトータルピンにてＡＢ各シフト上位１０名、合計２０名を準決勝へ選出
準決勝　 ・・・２ゲーム投球し、１０ゲームトータルピンにてＡＢ各シフト上位２名、合計４名を決勝へ選出
決勝・・・（持ち込み無し）
　１回戦・・・４名による１ゲームマッチにて上位２名が優勝決定戦へ進出
　優勝決定戦・・・２名による１ゲームマッチ
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　決勝１回戦１ゲームにて上位２名が優勝決定戦へ選出

総合最終順位

　Ａシフト　２位通過 202

坂　田　重　徳 170 総合優勝

　
　 　Ｂシフト　１位通過 235

遠　藤　誠 194

＊総合３位～４位は、準決勝通過順位順

　ＡＢ各シフト上位２名、合計４名による１ゲームマッチ（持ち込み無し）

（準優勝）
　Ａシフト　１位通過　

丹　羽　由　香　梨

第６回エーツーカップカッププロアマオープントーナメント

224

（第３位）

笹　田　泰　裕
（優　勝）

246

決勝

　Ｂシフト　２位通過　 笹　田　泰　裕

（第４位）



第６回エーツーカッププロアマオープントーナメント　入賞者リスト
ささだ　　　やすひろ ☆パーフェクトゲーム達成

優勝者 笹田　　泰裕　 　５２期生　ライセンスＮｏ．１３１０ 大会第１号　　坂田　　重徳　　　（Ａ予選後半第１ゲーム目）

　　　　　　　（所属）伊賀にんにんボウル 大会第２号　　伊藤　　康宏選手　（Ａ予選後半第２ゲーム目）

大会第３号　　小金　　正治　　　（Ｂ予選後半第１ゲーム目）

特別賞：賞金３万円（提供：小林接骨院）

※アマチュアは商品券

☆７－１０スプリットメイド

大会第１号　　　佐藤　　秀樹　　（B予選前半３ゲーム目第４フレーム：１９L）

特別賞：炊き込みご飯１ケース　（提供：保険の宮越）

順　位 ﾗｲｾﾝｽNo 氏　　　名 期 所属センター又は推薦プロ スコア 順　位 ﾗｲｾﾝｽNo 氏　　　名 期 所属センター又は推薦プロ スコア

優　勝 1310 笹田　　泰裕 52 伊賀にんにんボウル 第４１位 アマ 日比野　　佳之 1,703 Ａ２１位

第２位 364 丹羽　　由香梨 35 アソビックス 第４２位 アマ 後藤　　一誠 1,697 B２１位

第３位 1160 遠藤　　誠 47 プロショップＶＥＧＡ 第４３位 アマ 谷口　　尚 1,694 Ｂ２２位

第４位 521 坂田　　重徳 23 ラウンドワン／アサヒボウリングサービス 第４４位 アマ 藤澤　　和彦 1,691 Ａ２２位

第４５位 433 荻窪　　美咲 40 南平グランドボール 1,691 Ａ２３位

第５位 1365 高橋　　俊彦 55 小牧国際ボウル 2,339 Ａ３位 第４６位 アマ 山本　　誠 1,680 Ｂ２３位

第６位 アマ 山本　　一晶 2,290 Ｂ３位 第４７位 アマ 田口　　智博 1,676 Ａ２４位

第７位 アマ 東　　　莉大 2,293 Ａ４位 第４８位 506 古田　　翔子 46 岩屋キャノンボウル 1,674 Ｂ２４位

第８位 860 梶　　　義宏 36 コーシンボウル 2,271 Ｂ４位 第４９位 アマ 太田　　照人 1,670 Ｂ２５位

第９位 1050 日置　　秀一 43 Ｔ－ＭＡＸ ボウル／ハイ・スポーツ社 2,291 Ａ５位 第５０位 アマ 黒田　　豊 1,664 Ａ２５位

第１０位 アマ 水沼　　太一 2,216 Ｂ５位 第５１位 1137 佐藤　　秀樹 46 プロショップＶＥＧＡ 1,664 Ｂ２６位

第１１位 アマ 片伯部　　友紀 2,290 Ａ６位 第５２位 1231 中野　　太陽 49 フリー 1,653 Ａ２６位

第１２位 アマ 室井　　勝 2,204 Ｂ６位 第５３位 556 澤田　　春花 49 コロナキャットボウル 1,654 Ｂ２７位

第１３位 167 星野　　宏幸 7 ＡＣグランド 2,251 Ａ７位 第５４位 アマ 宮越　　健一 1,653 Ａ２７位

第１４位 450 佐藤　　まさみ 42 ダイトースターレーン 2,192 Ｂ７位 第５５位 アマ 伊藤　　康宏 1,633 Ａ２８位

第１５位 298 松岡　　美穂子 28 コロナキャットボウル 2,208 Ａ８位 第５６位 アマ 日野　　代暉 1,630 Ｂ２８位

第１６位 アマ 尾崎　　明仁 2,188 Ｂ８位 第５７位 アマ 山田　　章博 1,631 Ｂ２９位

第１７位 1349 入口　　光司 54 ラウンドワン 2,194 Ａ９位 第５８位 アマ 万代　　康成 1,623 Ａ２９位

第１８位 1013 小金　　正治 41 プロショップKOGANE／ABS 2,163 Ｂ９位 第５９位 アマ 酒井　　孝司 1,625 Ａ３０位

第１９位 アマ 大岩　　帝仁 2,176 Ａ１０位 第６０位 555 大坪　　菜摘美 49 フリー 1,609 Ｂ３０位

第２０位 アマ 榊原　　真人 2,134 Ｂ１０位

第２１位 515 木村　　紀夫 23 アソビックス 1,769 Ａ１１位 第１位 山本　　一晶 2,290 Ｂ３位

第２２位 アマ 榊原　　元子 1,744 Ｂ１１位 第２位 東　　　莉大 2,293 Ａ４位

第２３位 543 松尾　　星伽 49 東名ボール 1,769 Ａ１２位 第３位 水沼　　太一 2,216 Ｂ５位

第２４位 1132 佐野　　芳宏 46 （株）永田屋 1,738 Ｂ１２位 第４位 片伯部　　友紀 2,290 Ａ６位

第２５位 515 坂倉　　にいな 47 アソビックス 1,752 Ａ１３位 第５位 室井　　勝 2,204 Ｂ６位

第２６位 アマ 田代　　寿一 1,734 Ｂ１３位 第６位 尾崎　　明仁 2,188 Ｂ８位

第２７位 アマ 後藤　　辰信 1,734 Ａ１４位 第７位 大岩　　帝仁 2,176 Ａ１０位

第２８位 995 児島　　都史 41 フリー 1,727 Ｂ１４位 第８位 榊原　　真人 2,134 Ｂ１０位

第２９位 アマ 吉田　　由美子 1,730 Ａ１５位

第３０位 1022 黒田　　仙雄 42 米沢ボウリングレーンズ 1,726 Ｂ１５位 第９位 榊原　　元子 1,744 Ｂ１１位

第３１位 1220 渡邉　　航明 49 ITCamphor／四つ木イーグルボウル 1,726 Ｂ１６位 第１０位 田代　　寿一 1,734 Ｂ１３位

第３２位 910 鈴木　　博喜 37 オークランドボウル春日井 1,722 Ａ１６位

第３３位 アマ 山崎　　吉範 1,723 Ｂ１７位

第３４位 アマ 白井　　康介 1,721 Ａ１７位 優　勝 アマ 田口　　智博 1,676 Ａ２４位

第３５位 529 坂本　　詩緒里 48 フリー 1,721 Ｂ１８位

第３６位 1364 渡邊　　虎太郎 54 フリー 1,719 Ａ１８位 第２位 アマ 林　　　育美 1,209

第３７位 アマ 山田　　裕太郎 1,711 Ａ１９位

第３８位 アマ 貴嶋　　貢將 1,707 Ｂ１９位

第３９位 341 吉野　　操 32 関ボウリングセンター 1,707 Ａ２０位 優　勝 アマ 酒井　　愛 1,083

第４０位 548 清水　　千恵 49 アソビックス 1,698 Ｂ２０位

以上準々決勝　８Ｇトータルピン　ＡＢシフト同順位での上位

以上予選　６Ｇトータルピン　ＡＢシフト同順位での上位

以上予選　６Ｇトータルピン　ＡＢシフト同順位での上位

以上　準々決勝　８Ｇトータルピン　ＡＢシフト同順位でのスコア上位順

総合成績　入賞者リスト　（優勝～第４０位） 総合成績　入賞者リスト　（第４１位～第６０位）

小学生の部

別紙 決勝
トーナメント表

参照

以上　決勝シュートアウト

以上　準決勝　１０Ｇトータルピン　ＡＢシフト同順位でのスコア上位順

中学生の部

アマチュア総合第１位～第１０位　入賞者リスト

以上　準決勝　１０Ｇトータルピン　ＡＢシフト同順位でのスコア上位順

以上準々決勝　８Ｇトータルピン　ＡＢシフト同順位でのスコア上位順
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