
第６９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 都道府県 備考

□ 田端 太郎 タバタ タロウ 愛知

□ 岩崎 祐稀 イワサキ ユウキ 京都

□ 八手又 孝浩 ハテマタ タカヒロ 山梨

□ 道券 孝之 ドウケン タカユキ 京都

□ 岩間 邦男 イワマ クニオ 東京

□ 森 祐輔 モリ ユウスケ 兵庫

□ 奥 友則 オク トモノリ 石川

□ 大田 真 オオタ シン 愛知

□ 佐藤 宏紀 サトウ ヒロノリ 栃木

□ 佐川 和之 サガワ カズユキ 福島(FPBA)

□ 岡田 貴史 オカダ アツシ 奈良(NRC)

□ 角谷 正徳 スミヤ マサノリ 愛知

□ 大崎 薫 オオサキ カオル 東京

□ 岸本 淳 キシモト アツシ 滋賀(SBC)

□ 薄尾 実 ススキオ ミノル 富山

□ 外村 弘樹 トノムラ ヒロキ 京都

□ 武部 伸也 タケベ シンヤ 岡山

□ 馬場 耕一 ババ コウイチ 大阪

□ 松田 宏志 マツダ ヒロシ 愛知

□ 佐藤 寛己 サトウ ヒロキ 静岡

□ 吉田 茂伸 ヨシダ シゲノブ 愛知

□ 舛本 哲男 マスモト テツオ 福岡

□ 岡田 昌弘 オカダ マサヒロ 京都

□ 加藤 慎之祐 カトウ シンノスケ 東京

□ 下崎 穣 シモザキ ジョウ 岐阜(GPBC)

□ 以後 鎮 イゴ マモル 兵庫

□ 竹内 礼人 タケウチ アヤト 兵庫

□ 首藤 洋助 シュトウ ヨウスケ 大分(OPC)

□ 松田 充史 マツダ アツシ 愛知

□ 田中 秀樹 タナカ ヒデキ 大阪

□ 與語 昌紀 ヨゴ マサキ 愛知

□ 池永 高志 イケナガ タカシ 和歌山

□ 鈴木 和哉 スズキ カズヤ 神奈川(KPBA)

□ 坪田 大成 ツボタ タイセイ 福井

□ 田中 知幸 タナカ トモユキ 東京

□ 松浦 佳孝 マツウラ ヨシタカ 福井

□ 高畑 正彦 タカハタ マサヒコ 大阪

□ 時山 好三 トキヤマ ヨシミ 神奈川

□ 森田 拓士 モリタ タクシ 大阪

□ 福本 浩軒 フクモト コウケン 岐阜

□ 北浦 兵衛 キタウラ ヒョウエ 千葉

□ 神田 佳明 カンダ ヨシアキ 大阪

□ 肥田 秀樹 ヒダ ヒデキ 岐阜(GPBC)

□ 北川 智也 キタガワ トモヤ 神奈川

□ 金 芳幸 コン ヨシユキ 山形(YBA)

□ 岸本 萌里 キシモト モエリ 岐阜
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受付時間　９：００～９：２５
氏名 フリガナ

1 ２３番テーブル

2 ２４番テーブル



第６９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

□ 岩瀬 真吾 イワセ シンゴ 静岡

□ 佐藤 哲也 サトウ テツヤ 大分(OPC)

□ 藁間 拓 ワラマ タク 静岡

□ 広次 徹 ヒロツグ トオル 山口

□ 黒岩 行友 クロイワ ユキトモ 鹿児島(KBA)

□ 澤 裕嗣 サワ ヒロツグ 大阪

□ 土肥 康人 ドヒ ヤスヒト 京都

□ 木村 歩希 キムラ アユキ 石川(IPBC)

□ 堀内 一雄 ホリウチ カズオ 山梨(YPBC)

□ 井上 良 イノウエ リョウ 鹿児島

□ 野田 章博 ノダ アキヒロ 愛知 23番テーブルレフリー

□ 江原 智彦 エハラ トモヒコ 京都 24番テーブルレフリー

□ 御手洗 茂 ミタライ シゲル 滋賀(SBC) 25番テーブルレフリー

□ 石丸 定 イシマル サダム 静岡 26番テーブルレフリー

□ 佐藤 要 サトウ カナメ 千葉 27番テーブルレフリー

□ 水島 心 ミズシマ ココロ 京都 28番テーブルレフリー

□ 小宮山 ゆみ子 コミヤマ ユミコ 千葉 29番テーブルレフリー

□ 伊東 翼 イトウ ツバサ 佐賀 30番テーブルレフリー
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第６９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 都道府県 備考

□ 岩田 陽一 イワタ ヨウイチ 愛知

□ 村田 侑亮 ムラタ ユウスケ 大阪

□ 小池 教之 コイケ ノリユキ 埼玉(SPA)

□ 井口 正喜 イグチ マサヨシ 京都

□ 村山 航 ムラヤマ ワタル 東京

□ 新井 貴史 アライ タカシ 愛知

□ 今井 佑哉 イマイ ユウキ 青森

□ 矢野 翼 ヤノ ツバサ 愛知

□ 林 大介 ハヤシ ダイスケ 静岡

□ 横山 岳彦 ヨコヤマ タケヒコ 新潟

□ 近光 慶 チカミツ ケイ 千葉

□ 柴田 惇 シバタ ジュン 愛知

□ 野崎 皓太 ノザキ コウタ 大阪

□ 佐々木 恭兵 ササキ キョウヘイ 北海道

□ 小林 聡明 コバヤシ トシアキ 兵庫

□ 関戸 敏之 セキド トシユキ 愛知

□ 松田 健司 マツダ ケンジ 東京

□ 中川 凌平 ナカガワ リョウヘイ 京都

□ 深谷 綺翔 フカタニ アヤト 愛知

□ 松村 誠 マツムラ マコト 岡山

□ 佐生 雅彦 サショウ マサヒコ 埼玉

□ 眞榮平 俊 マエヒラ シュン 沖縄

□ 鈴木 直哉 スズキ ナオヤ 京都

□ 湯山 元夢 ユヤマ モトム 東京

□ 吉田 守 ヨシダ マモル 滋賀

□ 渡邉 浩幸 ワタナベ ヒロユキ 三重

□ 堀 亮太郎 ホリ リョウタロウ 広島

□ 藤井 孝彦 フジイ タカヒコ 兵庫

□ 湯川 秀夫 ユカワ ヒデオ 愛知

□ 相川 俊治 アイカワ トシハル 広島

□ 中嶋 邦博 ナカジマ クニヒロ 滋賀

□ 名古屋 翔平 ナゴヤ ショウヘイ 神奈川
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受付時間　１１：００～１１：２０
氏名 フリガナ
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第６９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 都道府県 備考

□ 吉川 涼平 ヨシカワ リョウヘイ 長野(NPBA)

□ 秋田 倭吹 アキタ イブキ 滋賀(SBC)

□ 鈴木 侑哉 スズキ ユウヤ 東京

□ 鈴木 一生 スズキ カズオ 大阪

□ 中村 泰啓 ナカムラ ヤスヒロ 大阪

□ 木下 桂一 キノシタ ケイイチ 山梨(YPBC)

□ 浮本 拓 ウキモト タク 大阪

□ 新城 安基 シンジョウ ヤスモト 福岡(FRC)

□ 中野 裕介 ナカノ ユウスケ 大阪

□ 稲村 吉春 イナムラ ヨシハル 群馬

□ 宮下 魚虎 ミヤシタ シャチ 京都

□ 石野 衛 イシノ マモル 東京

□ 別所 誠 ベッショ マコト 奈良

□ 久保 浩康 クボ ヒロヤス 静岡

□ 鮎川 崇 アユカワ タカシ 山口(YPBA)

□ 青木 一二 アオキ カズジ 岐阜

□ 久保 隆司 クボ タカシ 兵庫

□ 菱沼 沙織 ヒシヌマ サオリ 埼玉(SPA)

□ 小椋 光弘 オグラ ミツヒロ 神奈川

□ 藤田 光則 フジタ ミツノリ 兵庫

□ 森 直人 モリ ナオヒト 京都

□ 駿河 忍 スルガ シノブ 鹿児島

□ 川崎 次郎 カワサキ ジロウ 埼玉(SPA)

□ 藤田 悟 フジタ サトル 兵庫

□ 大町 大志 オオマチ タイシ 愛知

□ 田中 亮 タナカ リョウ 東京

□ 中井 朋義 ナカイ トモヨシ 大阪

□ 橋本 剛志 ハシモト ツヨシ 三重

□ 三木 隆史 ミキ タカシ 兵庫

□ 木次 悠 キツギ ユウ 神奈川

□ 上村 俊太郎 カミムラ シュンタロウ 東京

□ 島田 明典 シマダ アキノリ 大阪
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受付時間　１２：００～１２：２０
氏名 フリガナ
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