
第６８回全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会　　B級　受付時間

試合番号受付完了 CS番号 都道府県 備考

□ 8864 橋本 剛志 ハシモト タケシ 三重

□ 3023 佐藤 慎治 サトウ シンジ 神奈川

□ 3254 松田 充史 マツダ アツシ 愛知

□ 7629 時山 敬子 トキヤマ ケイコ 神奈川

□ 3093 鈴木 慎一 スズキ シンイチ 宮城

□ 6296 竹内 礼仁 タケウチ アヤト 兵庫

□ 3418 道券 孝之 ドウケン タカユキ 京都

□ 8417 西村 圭司 ニシムラ ケイジ 東京

□ 11319 シェン チャオユン シェン チャオユン 大阪

□ 3262 矢野 翼 ヤノ ツバサ 愛知

□ 9592 柴田 翼 シバタ ツバサ 福岡

□ 8901 小和瀬 礼央 コワセ レオ 埼玉

□ 7630 時山 好三 トキヤマ ヨシミ 神奈川

□ 3007 島田 明典 シマダ アキノリ 三重

□ 8400 秋田 倭吹 アキタ イブキ 滋賀

□ 11491 武部 伸也 タケベ シンヤ 岡山

□ 2567 舛本 哲男 マスモト テツオ 福岡

□ 5678 大田 真 オオタ シン 愛知

□ 11432 新城 安基 シンジョウ ヤストモ 福岡

□ 6069 土肥 康人 ドヒ ヤスヒト 京都

□ 11285 久保 浩康 クボ ヒロヤス 静岡

□ 5474 森藤 房郁 モリフジ フサカ 愛知

□ 11354 グエン アイン グエン アイン 愛知

□ 11464 吉川 涼平 ヨシカワ リョウヘイ 長野

□ 7120 大崎 薫 オオサキ カオル 東京

□ 11475 藤田 航平 フジタ コウヘイ 広島

□ 5024 川島 正 カワシマ タダシ 大阪

□ 11385 下崎 穣 シモザキ ジョウ 岐阜

□ 10944 森 直人 モリ ナオヒト 京都

□ 1864 野田 陽児 ノダ ヨウジ 愛知

□ 11498 國吉 星伍 クニヨシ セイゴ 石川

□ 10663 犬飼 健博 イヌカイ タケヒロ 愛知

□ 9286 平野 佑樹 ヒラノ ユウキ 京都

□ 9236 佐々木 清繁 ササキ キヨシゲ 愛知

□ 4829 御手洗 茂 ミタライ シゲル 滋賀

□ 5919 上村 俊太郎 カミムラ シュンタロウ 東京

□ 8663 馬場 耕一 ババ コウイチ 大阪

□ 3280 大町 大志 オオマチ タイシ 愛知

□ 9693 須貝 雄一郎 スガイ ユウイチロウ 三重

□ 1620 佐藤 寛己 サトウ ヒロキ 静岡

□ 11054 林 大介 ハヤシ ダイスケ 静岡

□ 2917 池永 高志 イケナガ タカシ 和歌山

□ 7230 佐川 和之 サガワ カズユキ 福島

□ 6238 篠田 仁 シノダ ヒトシ 愛知

□ 9366 新居 健太 ニイ ケンタ 大阪

□ 9857 中山 誠 ナカヤマ マコト 東京

□ 7584 荒松 良次 アラマツ リョウジ 大阪

□ 7076 近光 慶 チカミツ ケイ 千葉

□ 11471 北浦 兵衛 キタウラ ヒョウエイ 東京

□ 6866 大橋 正仁 オオハシ マサヒト 大阪

□ 6414 大竹 伸彦 オオタケ ノブヒコ 愛知

□ 11081 平井 俊樹 ヒライ トシキ 大阪

□ 11461 鈴木 直哉 スズキ ナオヤ 京都

□ 11266 チェ リンヨン チェ リンヨン 神奈川

□ 11451 崎田 勇樹 サキタ ユウキ 愛知

□ 7325 盆出 晋一 ボンデ シンイチ 大阪

□ 8337 湯川 秀夫 ユカワ ヒデオ 愛知 23番テーブルレフリー

□ 11407 押領司 理 オオリョウジ サトシ 兵庫 24番テーブルレフリー

□ 6467 林 圭樹 ハヤシ ケイジュ 京都 25番テーブルレフリー

□ 8588 朝倉 峰之 アサクラ ミネユキ 東京 26番テーブルレフリー

□ 10916 橋本 健司 ハシモト ケンジ 兵庫 27番テーブルレフリー

□ 4369 浜野 義一 ハマノ ヨシカズ 愛知 28番テーブルレフリー

□ 9597 藤塚 茜 フジツカ アカネ 埼玉 29番テーブルレフリー

□ 9166 高橋 将人 タカハシ マサト 愛知 30番テーブルレフリー
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第６８回全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会　　B級　受付時間

試合番号受付完了 CS番号 都道府県 備考

□ 11472 木下 圭一 キノシタ ケイイチ 山梨

□ 6140 岡田 昌弘 オカダ マサヒロ 京都

□ 11456 吉田 茂伸 ヨシダ シゲノブ 愛知

□ 3742 雨宮 謙次 アメミヤ ケンジ 千葉

□ 10113 黒岩 行友 クロイワ ユキトモ 鹿児島

□ 5909 植松 俊介 ウエマツ シュンスケ 石川

□ 3972 江原 智彦 エハラ トモヒコ 京都

□ 11455 杉浦 忍 スギウラ シノブ 愛知

□ 9309 新庄 崇 シンジョウ タカシ 大阪

□ 11422 兒島 邦光 コジマ クニミツ 愛知

□ 5948 堀 亮太郎 ホリ リョウタロウ 広島

□ 10736 清水 憲明 シミズ ノリアキ 愛知

□ 6407 神田 佳明 カンダ ヨシアキ 大阪

□ 3020 井上 良 イノウエ リョウ 鹿児島

□ 2572 山川 裕哉 ヤマカワ ヒロヤ 静岡

□ 3816 肥田 秀樹 ヒダ ヒデキ 岐阜

□ 5928 岩瀬 真吾 イワセ シンゴ 静岡

□ 9275 小野 和文 オノ カズフミ 兵庫

□ 7412 帯金 伸行 オビカネ ノブユキ 静岡

□ 11341 紺田 益寛 コンダ マスヒロ 大阪

□ 10127 岡田 貴史 オカダ アツシ 奈良

□ 7477 岸本 萌里 キシモト モエリ 岐阜

□ 11397 上村 七海 カミムラ ナナミ 東京

□ 10803 新免 和真 シンメン カズマサ 大阪

□ 4865 平尾 卓也 ヒラオ タクヤ 東京

□ 4281 井口 正喜 イグチ マサヨシ 京都

□ 6062 冨繁 学 トミシゲ マナブ 大阪

□ 11331 松田 健司 マツダ ケンジ 東京

□ 6330 久郷 英太郎 クゴウ エイタロウ 滋賀

□ 10698 角谷 友次 カクヤ トモツグ 静岡

□ 3248 佐久間 貴敏 サクマ タカトシ 大阪

□ 10436 羽藤 豊大 ハトウ トヨヒロ 愛知
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第６８回全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会　　B級　受付時間

試合番号受付完了 CS番号 都道府県 備考

□ 11076 岩橋 秀展 イワハシ ヒデノリ 和歌山

□ 6743 吉田 匡広 ヨシダ マサヒロ 愛知

□ 10529 井上 輝彦 イノウエ テルヒコ 愛知

□ 7769 黒地 弘泰 クロチ ヒロヤス 兵庫

□ 4309 澤 裕嗣 サワ ヒロツグ 大阪

□ 4964 関戸 敏之 セキド トシユキ 愛知

□ 6443 岸本 淳 キシモト アツシ 滋賀

□ 11448 伊藤 浩三 イトウ コウゾウ 愛知

□ 11115 鈴木 和哉 スズキ カズヤ 神奈川

□ 11469 小澤 弘 オザワ ヒロシ 山梨

□ 4176 渡邊 宣寿 ワタナベ ノブトシ 兵庫

□ 2808 矢田 剛 ヤタ ツヨシ 愛知

□ 6922 角谷 正徳 スミヤ マサノリ 愛知

□ 5563 岡崎 智也 オカザキ トモヤ 東京

□ 6298 糸井 康洋 イトイ ヤスヒロ 京都

□ 6437 中野 大志 ナカノ タイシ 愛知

□ 4101 川村 洋介 カワムラ ヨウスケ 東京

□ 6810 浮本 拓 ウキモト タク 大阪

□ 7541 永田 博志 ナガタ ヒロシ 東京

□ 6307 中井 朋義 ナカイ トモヨシ 大阪

□ 7117 井上 貴善 イノウエ タカヨシ 兵庫

□ 5546 辻 大祐 ツジ ダイスケ 東京

□ 11401 小池 教之 コイケ ノリユキ 埼玉

□ 7091 水田 淳一 ミズタ ジュンイチ 兵庫

□ 10472 野口 徹平 ノグチ テッペイ 愛知

□ 6528 野中 栄志 ノナカ エイジ 兵庫

□ 11386 野崎 皓太 ノザキ コウタ 京都

□ 11549 村山 航 ムラヤマ ワタル 静岡

□ 5953 原 大祐 ハラ ダイスケ 兵庫

□ 9265 広次 徹 ヒロツグ トオル 山口

□ 8114 宮本 琉成 ミヤモト リュウセイ 東京

□ 8182 藤田 光則 フジタ ミツノリ 兵庫
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受付時間　１２：００～１２：２０


