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（合計年齢）
181歳 西村　久男 92歳 西村　久子 89歳 山　形・ヤマコーボウル
179歳 井上　六郎 90歳 井上　幸子 89歳 栃　木・王冠ボウル
177歳 伏見　至 92歳 伏見　眞美子 85歳 奈　良・トドロキボウル
176歳 岩田　幸男 91歳 岩田　節 85歳 愛　知・稲沢グランドボウル
176歳 森田　照雄 90歳 森田　ちず子 86歳 東　京・平和島スターボウル
176歳 杉本　隆 89歳 杉本　幸子 87歳 北海道・厚別パークボウル
175歳 原　　栄一郎 89歳 原　　和 86歳 群　馬・パークレーン高崎
175歳 河合　宏 89歳 河合　ヤス子 86歳 静　岡・浜松毎日ボウル
175歳 杉浦　裕 88歳 杉浦　久子 87歳 神奈川・相模ファーストレーン
174歳 小長谷功 91歳 小長谷宮子 83歳 静　岡・神明ボウル
174歳 二宮　利之 90歳 二宮　悌子 84歳 三　重・アソビックスあさひ
174歳 香月　晋 89歳 香月　美穂子 85歳 長　崎・パラダイスボウル
174歳 中川　繁 88歳 中川　千鶴子 86歳 東　京・高尾スターレーン
174歳 橋川　輝夫 88歳 橋川　育子 86歳 神奈川・江の島ボウリングセンター
173歳 松本　正彦 90歳 松本　喜美子 83歳 福　岡・フラワーボウル
173歳 小野　和宏 88歳 小野　真紀子 85歳 神奈川・神奈中平塚ボウル
172歳 桂　　義和 89歳 桂　　昌子 83歳 滋　賀・ラウンドワンスタジアム浜大津アーカス店
172歳 関口　文男 88歳 関口　好子 84歳 栃　木・サンプラザボウル
172歳 原　　武義 87歳 原　　英子 85歳 愛　知・星が丘ボウル
172歳 保坂　政次 87歳 保坂　千枝子 85歳 東　京・高田馬場グランドボウル
171歳 板東　安郎 89歳 板東　ミサコ 82歳 徳　島・スエヒロボウル
171歳 横山　照良 88歳 横山　ミチ子 83歳 宮　崎・都城ハイレーンズ
171歳 熊谷　公佑 88歳 熊谷　千恵 83歳 神奈川・伊勢原ボウリングセンター
171歳 田村　英夫 87歳 田村　和子 84歳 奈　良・トドロキボウル
171歳 佐倉　豪 86歳 佐倉　美智子 85歳 三　重・アソビックスあさひ
171歳 田松　俊夫 85歳 田松　トヨ子 86歳 神奈川・ハマボール
171歳 村山　忠男 84歳 村山　政子 87歳 新　潟・サウンドボウル六日町店
170歳 本村　明男 88歳 本村　美代子 82歳 長　崎・長崎ラッキーボウル
170歳 川野　一郎 87歳 川野　好子 83歳 長　野・佐久プラザボウル
170歳 灘　　隆司 87歳 灘　　都代子 83歳 広　島・広電ボウル
170歳 田島　桂男 86歳 田島　久子 84歳 群　馬・パークレーン高崎
170歳 宮崎　光央 86歳 宮崎　美智子 84歳 福　岡・折尾スターレーン
170歳 富田　清 86歳 富田　晴子 84歳 茨　城・大学ボウル水戸店
170歳 葉山　一男 85歳 葉山　美江子 85歳 千　葉・アミューズメントシティラクゾー成田店

（合計年齢）
180歳 片山　喬 93歳 片山　栄子 87歳 神奈川・ボウリング王国スポルト八景店
178歳 武藤　清治 92歳 武藤　スエ子 86歳 北海道・ディノスボウル帯広
177歳 堀内　五郎 89歳 堀内　きよ子 88歳 埼　玉・松原スターボウル
176歳 大野　哲男 90歳 大野　ユキ子 86歳 東　京・高尾スターレーン
176歳 込山　慶二 89歳 込山　静子 87歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
175歳 上本　武 90歳 上本　知子 85歳 埼　玉・ボウリング王国スポルト飯能店
175歳 石井　敏弘 89歳 石井　たつ乃 86歳 東　京・中野サンプラザボウル
175歳 永井　美作 88歳 永井　慶子 87歳 東　京・東京ポートボウル
175歳 畑　　好 86歳 畑　　末子 89歳 福　岡・折尾スターレーン
174歳 今尾　一右 91歳 今尾　幾代子 83歳 静　岡・浜松毎日ボウル
174歳 星野　由雄 90歳 星野　幸子 84歳 北海道・サッポロオリンピアボウル
174歳 杉山　菊雄 89歳 杉山　圭子 85歳 千　葉・本八幡スターレーン
174歳 小笠原勇 88歳 小笠原直江 86歳 山　梨・都留ファミリーボウル
174歳 鈴木　謙治 87歳 鈴木　まさ 87歳 茨　城・坂東ファミリーボウル
173歳 崎川　清秀 89歳 崎川　幸子 84歳 静　岡・柿田川パークレーンズ
172歳 妹尾　昇 89歳 妹尾　久子 83歳 埼　玉・浦和スプリングレーンズ
172歳 中川　進 88歳 中川　千賀子 84歳 東　京・経堂ボウル
172歳 郡　　秀元 87歳 郡　　純子 85歳 東　京・SAP 日野ボウル
172歳 花輪　猛 87歳 花輪　貞子 85歳 千　葉・本八幡スターレーン
172歳 山本　義貞 85歳 山本　好見 87歳 和歌山・新宮東宝ボウル
171歳 堀　　登志勝 88歳 堀　　冨美子 83歳 福　岡・桃園シティボウル
171歳 斉藤　喬 88歳 斉藤　益子 83歳 千　葉・本八幡スターレーン
171歳 内田　伊之介 87歳 内田　ミサ子 84歳 山　口・下関ロイヤルボウル
171歳 中野　純一 87歳 中野　愛子 84歳 福　岡・小嶺シティボウル
171歳 黒川　知秋 86歳 黒川　笑子 85歳 香　川・MG-BOWL
171歳 中村　タダオ 85歳 中村　菊代 86歳 三　重・津グランドボウル
170歳 賀古　建次 89歳 賀古　美沙子 81歳 埼　玉・所沢スターレーン
170歳 伊藤　隆公 88歳 伊藤　法江 82歳 愛　知・スポルト名古屋
170歳 榊原　泉 87歳 榊原　登司子 83歳 神奈川・相模ファーストレーン
170歳 小池　誠 87歳 小池　時江 83歳 神奈川・湘南とうきゅうボウル
170歳 古田　正行 86歳 古田　くに子 84歳 岐　阜・コスモボウル羽島
170歳 板倉　進 86歳 板倉　かなゑ 84歳 愛　知・岡崎グランドボウル
170歳 保科　保雄 86歳 保科　和子 84歳 千　葉・ユーカリ・ボウル
170歳 岩田　欽一 85歳 岩田　房子 85歳 愛　知・スポルト名古屋

169歳 請川　雅也 89歳 請川　辰恵 80歳 北海道 ・釧路パレスボウル
169歳 小崎　昇一 87歳 小崎　ヤヨエ 82歳 熊　本 ・LTB ボウル水前寺
169歳 米原　稔育 86歳 米原　嘉子 83歳 徳　島 ・スエヒロボウル
169歳 野口　義春 86歳 野口　清枝 83歳 埼　玉 ・ジョイナスボウル
169歳 小塩　定雄 86歳 小塩　アツ子 83歳 大　分 ・日田アストロボウル
169歳 川津　智弘 84歳 川津　久世 85歳 福　岡 ・コロナキャットボウル小倉店
168歳 井手口金満 87歳 井手口アサ子 81歳 長　崎 ・長崎ラッキーボウル
168歳 植松　三郎 87歳 植松　初江 81歳 神奈川 ・伊勢原ボウリングセンター
168歳 新崎　政昌 86歳 新崎　久子 82歳 沖　縄 ・スカイレーン
168歳 園田　卓三 86歳 園田　せつ子 82歳 群　馬 ・桐生スターレーン
168歳 浅井　學 85歳 浅井　富士子 83歳 静　岡 ・トマトボウル
168歳 石井　健 85歳 石井　和子 83歳 佐　賀 ・伊万里スターボウル
168歳 倉井　孝夫 85歳 倉井　絹代 83歳 東　京 ・四つ木イーグルボウル
167歳 篠田　徹男 89歳 篠田　禮子 78歳 北海道 ・厚別パークボウル
167歳 西沢　榮一 87歳 西沢　克代 80歳 福　島 ・福島オークラボウル
167歳 真下　正則 86歳 真下　淑子 81歳 群　馬 ・パークレーン高崎
167歳 森野　寬 85歳 森野　弘子 82歳 熊　本 ・ボウリング王国スポルト熊本店
167歳 和田　春雄 85歳 和田　ハツ子 82歳 東　京 ・SAP 日野ボウル
167歳 村上　睦司 85歳 村上　満喜子 82歳 福　岡 ・桃園シティボウル
167歳 杉本　誠治 84歳 杉本　昭子 83歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター / ボウルアピア柏中央店
167歳 吉村　和幸 84歳 吉村　光子 83歳 福　岡 ・ランドパーク飯塚第一ボウル
167歳 郡司　守康 82歳 郡司　静江 85歳 東　京 ・トミコシ高島平ボウル
166歳 青木　和久 86歳 青木　栄美子 80歳 徳　島 ・スエヒロボウル
166歳 横山　巌 85歳 横山　貴栄子 81歳 北海道 ・ディノスボウル帯広
166歳 森　　弥 85歳 森　　保子 81歳 静　岡 ・神明ボウル
166歳 佐藤　静雄 84歳 佐藤　俊子 82歳 埼　玉 ・アイビーボウル北本
166歳 永島　富祥 84歳 永島　初江 82歳 群　馬 ・桐生スターレーン
166歳 中村　行雄 84歳 中村　朋子 82歳 北海道 ・苫小牧中央ボウル
166歳 本島　克己 83歳 本島　松代 83歳 神奈川 ・タチバナボウル
166歳 小倉　正男 83歳 小倉　圭世 83歳 岡　山 ・ネグザスボウル
166歳 須藤　操 82歳 須藤　津弥子 84歳 千　葉 ・ユーカリ・ボウル
166歳 吉田　省三 80歳 吉田　みほ子 86歳 千　葉 ・富津スターレーン

169歳 原田　光男 87歳 原田　千代子 82歳 群　馬 ・パークレーン高崎
169歳 後藤　富雄 87歳 後藤　静子 82歳 埼　玉 ・SAP 草加ボウル
169歳 鶴岡　勝巳 86歳 鶴岡　みつ子 83歳 千　葉 ・ユーカリ・ボウル
169歳 福元　充 86歳 福元　節子 83歳 大　阪 ・アルゴボウル
169歳 橋川　誠 86歳 橋川　エマ 83歳 神奈川 ・江の島ボウリングセンター
168歳 坂本　勲 90歳 坂本　みはる 78歳 愛　知 ・コロナキャットボウル小牧店
168歳 三浦　益雄 87歳 三浦　康子 81歳 福　岡 ・折尾スターレーン
168歳 宇山　好則 86歳 宇山　絹子 82歳 神奈川 ・ボウリング王国スポルト八景店
168歳 山本　晋滋 86歳 山本　智江子 82歳 大　分 ・OBS BOWL
168歳 石橋　正光 86歳 石橋　行子 82歳 千　葉 ・ときわ平ボウリングセンター
168歳 松浦　吉春 85歳 松浦　清子 83歳 東　京 ・四つ木イーグルボウル
168歳 大塚　康平 85歳 大塚　裕子 83歳 三　重 ・アソビックスあさひ
168歳 宮村　繁規 84歳 宮村　京子 84歳 福　岡 ・コロナキャットボウル小倉店 / 桃園シティボウル
167歳 矢野　文一 87歳 矢野　美笑子 80歳 愛　知 ・コロナキャットボウル小牧店
167歳 糟谷　眞之 86歳 糟谷　綾子 81歳 静　岡 ・浜松毎日ボウル
167歳 秋本　昭一 86歳 秋本　千恵子 81歳 神奈川 ・相模原パークレーンズ
167歳 斎藤　広 85歳 斎藤　フサエ 82歳 群　馬 ・桐生スターレーン
167歳 今田　孝治 85歳 今田　宏子 82歳 埼　玉 ・浦和スプリングレーンズ
167歳 武政　義昭 84歳 武政　幸子 83歳 愛　知 ・稲沢グランドボウル
167歳 下條　昭彦 84歳 下條　郁子 83歳 愛　知 ・コロナキャットボウル安城店
167歳 上河　忍 84歳 上河　保子 83歳 大　阪 ・アルゴボウル
166歳 佐藤　辰夫 87歳 佐藤　陽子 79歳 愛　知 ・東名ボール
166歳 佐々木浩 86歳 佐々木操 80歳 北海道 ・サッポロオリンピアボウル
166歳 高橋　利定 85歳 高橋　賀子 81歳 静　岡 ・トマトボウル
166歳 畑　　一則 84歳 畑　　美恵子 82歳 北海道 ・千歳フジボウル
166歳 田中舘隆雄 84歳 田中舘加知 82歳 岩　手 ・盛岡スターレーン
166歳 堀切　秀通 84歳 堀切　香澄 82歳 山　口 ・ボウリングの・森
166歳 吉永　継雄 84歳 吉永　宏子 82歳 福　岡 ・宗像シティボウル
166歳 岩崎　道雄 83歳 岩崎　すみえ 83歳 福　岡 ・七隈ファミリープラザ
166歳 浦野　法正 83歳 浦野　美和子 83歳 愛　知 ・スポルト名古屋
166歳 氏家　勝昭 81歳 氏家　陽子 85歳 神奈川 ・タチバナボウル

・

165歳 小池　伸也 87歳 小池　寿子 78歳 愛　知 ・ 名古屋グランドボウル
165歳 筑波　昭一 86歳 筑波　ミヨ子 79歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
165歳 玉城　健三 86歳 玉城　道子 79歳 沖　縄 ・ サラダボウル
165歳 河合　実 85歳 河合　紀代子 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
165歳 中山　英二 85歳 中山　由紀子 80歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
165歳 西村　栄三 85歳 西村　和子 80歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
165歳 辻　　和久 85歳 辻　　志ず子 80歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
165歳 村松　弘 84歳 村松　昌子 81歳 静　岡 ・ 藤枝グランドボウル
165歳 田中　忠雄 84歳 田中　ヒロ子　 81歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
165歳 五藤　寿雄 83歳 五藤　芳子 82歳 愛　知 ・ アソビックスびさい
165歳 松崎　康則 83歳 松崎　陽子 82歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
165歳 中村　誠也 83歳 中村　紀美子 82歳 東　京 ・ SAP 日野ボウル
165歳 黒澤　健見 83歳 黒澤　明代 82歳 茨　城 ・ オルク
165歳 川内　今朝治 83歳 川内　照美 82歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松
165歳 田村　和俊 82歳 田村　初子 83歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
164歳 田中　肇 87歳 田中　幸子 77歳 三　重 ・ サンパークレーン
164歳 永田　公義 87歳 永田　園子 77歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル
164歳 中村　一 86歳 中村　邦子 78歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター
164歳 安澤　喜三 85歳 安澤　久子 79歳 滋　賀 ・ 愛知川ボウル
164歳 高野　光明 85歳 高野　陽子 79歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン
164歳 池田　洋二 85歳 池田　邦子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
164歳 米田　孝 85歳 米田　洋子　 79歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店
164歳 佐和　貞明 84歳 佐和　紀子 80歳 広　島 ・ 広島パークレーン
164歳 渡辺　重男 84歳 渡辺　ユキ 80歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
164歳 千葉　昭夫 84歳 千葉　アエ 80歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
164歳 野村　政敏 83歳 野村　和子 81歳 愛　知 ・ アソビックスびさい
164歳 浅原　康廣 83歳 浅原　恵子 81歳 静　岡 ・ 神明ボウル
164歳 山本　喜六 83歳 山本　美代子 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店
164歳 岩下　聆 83歳 岩下　妙子 81歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト八景店
164歳 近藤　信行 82歳 近藤　糸子 82歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
164歳 渡辺　巌 82歳 渡辺　ミサヲ 82歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
164歳 河内　昭圓 82歳 河内　俊子 82歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
164歳 高津　正敬 81歳 高津　伊里子 83歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター

165歳 多田　俊之 88歳 多田　トミ子 77歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
165歳 松本　一敏 86歳 松本　尚美 79歳 大　分 ・ 日田アストロボウル
165歳 佐野　明 86歳 佐野　美代子 79歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル中川店
165歳 永井　正敏 85歳 永井　久美子 80歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル
165歳 二宮　武利 85歳 二宮　時子 80歳 愛　媛 ・ 保内ボウル
165歳 福田　貞也 85歳 福田　君子 80歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
165歳 岩崎　都男 85歳 岩崎　信子 80歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
165歳 金内　芳雄 84歳 金内　弘子 81歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
165歳 東　　隆夫 84歳 東　　理恵子 81歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名
165歳 菊地　久 83歳 菊地　和子 82歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
165歳 功刀　喜長 83歳 功刀　ミサ子 82歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
165歳 芦原　善平 83歳 芦原　邦子 82歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル
165歳 足立　正行 83歳 足立　得子 82歳 大　分 ・ OBS BOWL
165歳 小松　信一 83歳 小松　明子 82歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
165歳 青柳　武士 82歳 青柳　笑香 83歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
165歳 居相　吉弘 82歳 居相　みや子 83歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
164歳 成田　文丸 87歳 成田　範子 77歳 福　岡 ・ 小嶺シティボウル
164歳 佐藤　政夫 86歳 佐藤　麗子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
164歳 長谷川巌 85歳 長谷川弘子 79歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
164歳 滝澤　幸雄 85歳 滝澤　アサ子 79歳 東　京 ・ アイビーボウル向島
164歳 伊東　邦雄 85歳 伊東　トシ子 79歳 東　京 ・ 高尾スターレーン
164歳 伏田　忠司 85歳 伏田　美枝 79歳 広　島 ・ ミスズボウル
164歳 遠江　徹次郎 85歳 遠江　ミナ子 79歳 千　葉 ・ アミューズメントシティラクゾー鎌取店
164歳 逸見　公夫 84歳 逸見　律子 80歳 福　岡 ・ フラワーボウル
164歳 住田　博彦 84歳 住田　茂子 80歳 沖　縄 ・ 北谷ボウル
164歳 立野　健 84歳 立野　正子 80歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル
164歳 田中　克昌 83歳 田中　敞代 81歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店
164歳 山田　武雄 83歳 山田　美砂子 81歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
164歳 田中　正 83歳 田中　廠子 81歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
164歳 福田　隆永 82歳 福田　和子 82歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店
164歳 勘里　窪繁 82歳 勘里　敦子 82歳 千　葉 ・ アミューズメントシティラクゾー鎌取店
164歳 川村　光造 82歳 川村　光子 82歳 栃　木 ・ 王冠ボウル
164歳 野田　隆一 81歳 野田　晴江 83歳 静　岡 ・ 神明ボウル
164歳 角ヶ谷和文 81歳 角ヶ谷ツユ子 83歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル

令和２年度

夫婦編

長寿ボウラー番付	
＜Japan Oldest Bowlers' Ranking＞ 

［令和2年9月1日現在、敬称略］

公益社団法人日本ボウリング場協会では、平成8年（1996年）より毎年、ボウリングを趣味として日頃から定期的に（月1回以上）楽しまれている高齢者（男性編80歳以上／女性編75歳以上、夫婦編年齢合計150歳
以上）の方々を、大相撲の番付に見立て『長寿ボウラー番付』として発表。本年度は25年目を迎えました。長寿ボウラーのみなさんは、ボウリングを趣味として、楽しく健康な毎日を過ごしておられる人生の達人
です。この番付は、ボウリングを通して、一人でも多くの方に “からだと心の健康づくり”　“仲間づくり”　“生きがいづくり” を実現していただくことを目指しています。　※本年度【男性編】では3,395名、【女性
編】では4,798名を掲載しており、男女合わせた令和2年度の番付掲載者は、8,193名。また【夫婦編】掲載の667組（1,334名）を合わせた延べ人数は9,527名となりました。

キャッチフレーズ 優秀作 この笑顔  家では見られぬ  ストライク 青森・ゆりの木ボウル
北村　忠仁

合計年齢150歳以上

667組
〈1,334名〉長寿ボウラー番付

夫婦の絆でストライク！家族の絆で詐欺防止！――警察庁・都道府県警察
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発行：公益社団法人 日本ボウリング場協会　http://www.bowling.or.jp/　　協賛： 江崎グリコ株式会社
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163歳 高木　三雄 85歳 高木　美智子 78歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 163歳 笹生　一郎 85歳 笹生　康子 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
163歳 鈴木　文夫 84歳 鈴木　民江 79歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 163歳 中村　彦夫 84歳 中村　幸子 79歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店
163歳 片岡　博愛 84歳 片岡　良江 79歳 千　葉 ・ 本八幡スターレーン 163歳 國貞　昌大 84歳 國貞　洋子 79歳 広　島 ・ 広電ボウル
163歳 及川　友志 84歳 及川　千恵子 79歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 163歳 堀田　秀夫 83歳 堀田　仲子 80歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
163歳 澤田　章二朗 83歳 澤田　智子 80歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 163歳 植田　英靖 82歳 植田　睦子 81歳 熊　本 ・ 松橋ボウリングセンター
163歳 入江　忠徳 81歳 入江　スナエ 82歳 大　阪 ・ アルゴボウル 162歳 永野　次男 85歳 永野　千代子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
162歳 若井　孝夫 84歳 若井　チズコ 78歳 広　島 ・ 広島パークレーン 162歳 大村　正一 84歳 大村　やす 78歳 静　岡 ・ 神明ボウル
162歳 柳沢　美明 84歳 柳沢　のり子 78歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 162歳 永田　秀夫 84歳 永田　マサ代 78歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
162歳 高木　彬 83歳 高木　久美子 79歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル 162歳 秦　　直泰 83歳 秦　　治巳 79歳 広　島 ・ 広電ボウル
162歳 杉浦　弘二 83歳 杉浦　美和子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 162歳 鵜飼　國雄 83歳 鵜飼　道子 79歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
162歳 石原　國雄 83歳 石原　美代子 79歳 熊　本 ・ ボウリング王国スポルト熊本店 162歳 松浦　茂 82歳 松浦　エツ子 80歳 千　葉 ・ 富津スターレーン
162歳 林　　繁光 82歳 林　　美千也 80歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル半田店 162歳 平林　伵 82歳 平林　栄子 80歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
162歳 伊原　嵩 82歳 伊原　美恵子 80歳 千　葉 ・ アミューズメントシティラクゾー成田店 162歳 木村　幸悦 82歳 木村　易子 80歳 鳥　取 ・ 米子 YSP ボウル
162歳 川井　義孝 82歳 川井　初美 80歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 162歳 毛利　幸雄 81歳 毛利　千惠子 81歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター
162歳 岡村　勲 81歳 岡村　ワカ子 81歳 東　京 ・ 立川スターレーン 161歳 川内　秀雄 86歳 川内　川子 75歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン
161歳 黒崎　淳一 84歳 黒崎　千佳子 77歳 東　京 ・ 平和島スターボウル 161歳 吉田　久治郎 84歳 吉田　栄子 77歳 福　島 ・ ボウリング王国スポルト平店
161歳 吉澤　正雄 83歳 吉澤　津子 78歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 161歳 井上　清 83歳 井上　洋子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
161歳 鈴木　忠一 83歳 鈴木　キクエ 78歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 161歳 酒井　有造 83歳 酒井　京子 78歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
161歳 静間　聖 82歳 静間　ヨシコ 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル 161歳 鈴木　康二郎 82歳 鈴木　美枝子 79歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル
161歳 北島　賢一 82歳 北島　節子 79歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 161歳 国吉　正孝 82歳 国吉　秀子 79歳 沖　縄 ・ スカイレーン
161歳 広田　功男 81歳 広田　美津子 80歳 神奈川 ・ ボウリング王国スポルト横須賀店 161歳 児玉　和雄 81歳 児玉　洋子 80歳 北海道 ・ ディノスボウル苫小牧
161歳 宮本　勇一 81歳 宮本　弘子 80歳 北海道 ・ ディノスボウル札幌麻生 161歳 入江　義夫 81歳 入江　利 80歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ
161歳 横張　金吾 80歳 横張　球江 81歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 160歳 藤尾　信義 84歳 藤尾　幸子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
160歳 板垣　孝典 83歳 板垣　孝子 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 160歳 岡本　定雄 83歳 岡本　ます江 77歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
160歳 八木　俊實 82歳 八木　耿子 78歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル 160歳 伊藤　久保 82歳 伊藤　喜代子 78歳 東　京 ・ 品川プリンスホテルボウリングセンター
160歳 冨村　建 82歳 冨村　芙美子 78歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里 160歳 杉野森勝 82歳 杉野森真弓 78歳 広　島 ・ 広電ボウル
160歳 西川　巽 82歳 西川　たか子 78歳 香　川 ・ 坂出中央ボウル / 太洋ボウル 160歳 中井　二三夫 82歳 中井　梅子 78歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
160歳 寒河江晃 81歳 寒河江せつ子 79歳 宮　城 ・ コロナキャットボウル仙台店 160歳 新井　幸雄 81歳 新井　美智子 79歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
160歳 美谷島盛夫 81歳 美谷島周野 79歳 長　野 ・ アピナボウル長野篠ノ井店 160歳 森田　俊幸 81歳 森田　宮子 79歳 神奈川 ・ ハマボール
160歳 楯石　正勝 81歳 楯石　郁子 79歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 160歳 櫻　　重武 80歳 櫻　　チエ子 80歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
160歳 原　　義勝 80歳 原　　瞳 80歳 熊　本 ・ パスカワールド　グリーンランド店 160歳 友野　健次 80歳 友野　美喜子 80歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル
160歳 徳井　武助 80歳 徳井　小百合 80歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 160歳 宮川　慎吾 79歳 宮川　幸子 81歳 山　口 ・ ボウリングの・森

163歳 澤木　晃司 85歳 澤木　由子 78歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 163歳 本間　芳一 85歳 本間　睦子 78歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル
163歳 光岡　宏 85歳 光岡　孝子 78歳 福　岡 ・ スポルト福岡 163歳 野辺地巌 84歳 野辺地ミサヲ 79歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル
163歳 落合　正治 84歳 落合　千保子 79歳 福　岡 ・ フラワーボウル 163歳 小櫃　恒久 84歳 小櫃　和余 79歳 埼　玉 ・ 浦和スプリングレーンズ
163歳 岩月　優幸 84歳 岩月　保代 79歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 163歳 渡邉　家定 83歳 渡邉　康子 80歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン
163歳 渡邊　秀男 83歳 渡邊　トセ 80歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 163歳 松嶋　明 82歳 松嶋　千恵子 81歳 静　岡 ・ 神明ボウル
163歳 渡瀬　淑夫 81歳 渡瀬　妙子 82歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 162歳 長縄　久三 86歳 長縄　廣子 76歳 岐　阜 ・ 多治見パークレーンズ
162歳 丸山　賢治 84歳 丸山　育子 78歳 鹿児島 ・ サンライトゾーン 162歳 浦田　守隆 84歳 浦田　宣子 78歳 福　岡 ・ 小嶺シティボウル
162歳 松本　幸夫 84歳 松本　とも子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 162歳 浮田　静雄 84歳 浮田　智恵子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
162歳 川合　敏明 83歳 川合　和子 79歳 群　馬 ・ 桐生スターレーン 162歳 佐々木潔 83歳 佐々木紀子 79歳 香　川 ・ シーサイドボウル高松
162歳 長井　浩 83歳 長井　妙子 79歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 162歳 佐藤　志良男 83歳 佐藤　庸子 79歳 神奈川 ・ 湘南とうきゅうボウル
162歳 数納　清吉 83歳 数納　スミ 79歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル 162歳 水野　清光 82歳 水野　幸子 80歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル
162歳 前田　清 82歳 前田　てる子 80歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 162歳 小林　清吉 82歳 小林　かずみ 80歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル
162歳 砂川　正輝 82歳 砂川　咲子 80歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 162歳 本多　良智 82歳 本多　外紀子 80歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店
162歳 松浦　雅侑 82歳 松浦　靖子 80歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 162歳 矢野　武矩 81歳 矢野　美千子 81歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
162歳 小櫃　正雄 81歳 小櫃　宏子 81歳 埼　玉 ・ SAP 草加ボウル 162歳 松本　富幸 78歳 松本　二三子 84歳 宮　崎 ・ サンボウル
161歳 岡　　清司 85歳 岡　　カツ子 76歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 161歳 平井　康友 84歳 平井　正子 77歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
161歳 佐藤　誠 83歳 佐藤　静子 78歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 161歳 金平　兼吉 83歳 金平　千惠子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
161歳 杉田　伊三夫 83歳 杉田　洋子 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 161歳 伊藤　典男 83歳 伊藤　美喜子 78歳 静　岡 ・ 神明ボウル
161歳 加藤　勝康 83歳 加藤　美智子 78歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル豊川店 161歳 河崎　清二 82歳 河崎　嘉代子 79歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
161歳 神谷　忠一 82歳 神谷　勝代 79歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 161歳 嶋根　繁 82歳 嶋根　時子 79歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル
161歳 吉田　彰夫 81歳 吉田　幸子 80歳 東　京 ・ 経堂ボウル 161歳 黒木　哲雄 81歳 黒木　叔枝 80歳 埼　玉 ・ SAP 草加ボウル
161歳 山中　勝義 81歳 山中　好恵 80歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 161歳 小川　昌人 81歳 小川　佐和子 80歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル
161歳 池野　鎭雄 80歳 池野　敏子 81歳 東　京 ・ 西東京レーン 161歳 猪俣　千代喜 80歳 猪俣　高子 81歳 東　京 ・ 経堂ボウル
160歳 伊藤　六郎 83歳 伊藤　敏子 77歳 埼　玉 ・ SAP 草加ボウル 160歳 友澤　保義 83歳 友澤　奈多子 77歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル
160歳 吉永　雄児 82歳 吉永　広子 78歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 160歳 馬渡　芳朗 82歳 馬渡　照恵 78歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
160歳 溝上　巌 82歳 溝上　タツ子 78歳 愛　知 ・ 幸田セントラルボウル 160歳 市橋　淳煕 82歳 市橋　宮子 78歳 神奈川 ・ 神奈中平塚ボウル
160歳 森口　勝昭 82歳 森口　和子 78歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 160歳 高橋　輝雄 82歳 高橋　ミヨコ 78歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店
160歳 宮鼻　正人 82歳 宮鼻　雅子 78歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 160歳 伊礼　要幸 81歳 伊礼　安子 79歳 沖　縄 ・ マチナトボウル
160歳 岩崎　光義 81歳 岩崎　和子 79歳 大　分 ・ OBS BOWL 160歳 安井　輝志 81歳 安井　扶佐子 79歳 岡　山 ・ ネグザスボウル
160歳 桂川　光三 81歳 桂川　和子 79歳 岩　手 ・ マッハランド 160歳 山本　巧 81歳 山本　悦子 79歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
160歳 山口　勇 81歳 山口　行子 79歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 160歳 桂木　邦佳 80歳 桂木　多美子 80歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
160歳 沼　　俊一 80歳 沼　　冨士代 80歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 160歳 神谷　保広 80歳 神谷　洋子 80歳 愛　知 ・ 半田グランドボウル
160歳 星野　宏 79歳 星野　日出子 81歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
159歳 鎌田　正己 85歳 鎌田　とく 74歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 159歳 泉　　裕 83歳 泉　　昌子 76歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
159歳 高橋　昭雄 83歳 高橋　美紀子 76歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 159歳 小林　一雄 83歳 小林　米子 76歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
159歳 北村　勝義 82歳 北村　順子 77歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 159歳 松田　恒春 82歳 松田　弥生 77歳 宮　崎 ・ サンボウル
159歳 並木　正和 82歳 並木　千代子 77歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン 159歳 村田　征司 82歳 村田　英子 77歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
159歳 下西　虎男 81歳 下西　玉子 78歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 159歳 松尾　馨 81歳 松尾　祇子 78歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン
159歳 田中　清嗣 81歳 田中　寿子 78歳 広　島 ・ ミスズボウル 159歳 早川　幸保 81歳 早川　昌子 78歳 神奈川 ・ 相模原パークレーンズ
159歳 谷口　豊 81歳 谷口　栄子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 159歳 加藤　孝 80歳 加藤　京子 79歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
159歳 小林　司 80歳 小林　道子 79歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル 159歳 小倉　善二 80歳 小倉　千恵子 79歳 東　京 ・ 立川スターレーン
159歳 堀合　健悦 80歳 堀合　光子 79歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 159歳 久保　清 80歳 久保　和恵 79歳 埼　玉 ・ ニューパールレーン武里
159歳 後藤　健明 79歳 後藤　正子 80歳 神奈川 ・ ハマボール 159歳 安斉　敬 79歳 安斉　恭子 80歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
159歳 中村　孝一 73歳 中村　伊佑子 86歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 158歳 板垣　重雄 82歳 板垣　敏子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
158歳 片岸　秀幸 82歳 片岸　博子 76歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 158歳 浅井　昭雄 81歳 浅井　悦子 77歳 神奈川 ・ ハマボール
158歳 中田　雅之 81歳 中田　昭子 77歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 158歳 前田　延茂 81歳 前田　久子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
158歳 小林　義一 81歳 小林　佐代子 77歳 長　野 ・ ヤングファラオ 158歳 丸山　鎌作 81歳 丸山　清美 77歳 新　潟 ・ サウンドボウル六日町店
158歳 杉山　守由 81歳 杉山　悦子 77歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 158歳 仲江　鐵美 80歳 仲江　公子 78歳 福　岡 ・ ランドパーク飯塚第一ボウル
158歳 谷上　富次 80歳 谷上　すみ子 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 158歳 大垣　寛通 79歳 大垣　田鶴子 79歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル
158歳 堀口　修司 79歳 堀口　紀子 79歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 158歳 高橋　良一 79歳 高橋　杏子 79歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル
158歳 樋口　芳夫 78歳 樋口　倭久子 80歳 静　岡 ・ 神明ボウル 158歳 浦田　正生 78歳 浦田　康子 80歳 三　重 ・ サンパークレーン
158歳 菊地　美廣 77歳 菊地　芳江　 81歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 157歳 堀渕　勝正 82歳 堀渕　登茂恵 75歳 岡　山 ・ ネグザスボウル
157歳 橋本　昌久 81歳 橋本　優子 76歳 静　岡 ・ トマトボウル 157歳 嘉瀬井實 81歳 嘉瀬井三重子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
157歳 高橋　勝士 81歳 高橋　康子 76歳 広　島 ・ コロナキャットボウル福山店 157歳 小山　利夫 81歳 小山　やす子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
157歳 中脇　敏博 81歳 中脇　芙美子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 157歳 大保　信彦 81歳 大保　澄子 76歳 千　葉 ・ アミューズメントシティラクゾー成田店
157歳 濱田　勝行 80歳 濱田　啓子 77歳 東　京 ・ 経堂ボウル 157歳 秋江　直美 80歳 秋江　朝子 77歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
157歳 伊津野博道 80歳 伊津野禎子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL 157歳 岸　　豊實 80歳 岸　　文子 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
157歳 小林　勝巳 80歳 小林　倫子 77歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 157歳 高橋　豪康 80歳 高橋　久子 77歳 広　島 ・ 広島パークレーン
157歳 岸本　静雄 79歳 岸本　東 78歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 157歳 清原　今朝勝 79歳 清原　万里子 78歳 大　分 ・ OBS BOWL
157歳 会津　正敏 79歳 会津　慶子 78歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 157歳 高岡　義美 79歳 高岡　昭子 78歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名
157歳 三宅　驍 79歳 三宅　久子 78歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 157歳 鈴木　一之 79歳 鈴木　和代 78歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
157歳 後藤　充 78歳 後藤　良江 79歳 大　分 ・ OBS BOWL 157歳 廣瀬　嗣 78歳 廣瀬　慶子 79歳 大　阪 ・ アルゴボウル
157歳 藤崎　光彦 78歳 藤崎　久江 79歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 156歳 藤木　健二郎 85歳 藤木　順子 71歳 大　分 ・ OBS BOWL
156歳 上善　渓二 84歳 上善　美登里 72歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 156歳 三枝　公一 83歳 三枝　昌子 73歳 神奈川 ・ タチバナボウル
156歳 田村　英雄 81歳 田村　えみ子 75歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 156歳 橿渕　一男 80歳 橿渕　トミ子 76歳 栃　木 ・ 王冠ボウル
156歳 中島　弘希 80歳 中島　トメ 76歳 神奈川 ・ タチバナボウル 156歳 荻阪　貞順 80歳 荻阪　はる子 76歳 神奈川 ・ タチバナボウル
156歳 布目　義和 80歳 布目　和子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 156歳 朝井　洵 79歳 朝井　由美子 77歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
156歳 反町　和久 79歳 反町　美恵子 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 156歳 白崎　勉 79歳 白崎　和子 77歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
156歳 山城　正夫 79歳 山城　初代 77歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 156歳 中村　辰巳 79歳 中村　洋子 77歳 鹿児島 ・ サンライトゾーン
156歳 森本　武義 79歳 森本　清子 77歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 156歳 大房　茂 79歳 大房　恵美子 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
156歳 久間　茂彦 79歳 久間　房枝 77歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 156歳 藤田　武 78歳 藤田　時子 78歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
156歳 飯田　素一 78歳 飯田　朋子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 156歳 田村　義勝 78歳 田村　サツ子 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
156歳 松崎　春男 78歳 松崎　正江 78歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 156歳 水田　一明 78歳 水田　眞弓 78歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル
155歳 古田　典 91歳 古田　敦子 64歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 155歳 蛭田　隆 81歳 蛭田　曙見 74歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル
155歳 宮崎　英明 81歳 宮崎　朝子 74歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 155歳 山路　征 80歳 山路　則子 75歳 三　重 ・ 津グランドボウル
155歳 田中　吉水 80歳 田中　明美 75歳 愛　知 ・ 東名ボール 155歳 武田　洋一 80歳 武田　紀子 75歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル
155歳 多賀谷謙豊 80歳 多賀谷とりえ 75歳 茨　城 ・ オルク 155歳 池田　紘治 80歳 池田　ゆき 75歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
155歳 内藤　晃 79歳 内藤　栄子 76歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 155歳 毛内　節夫 79歳 毛内　紘子 76歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
155歳 笹村　清 79歳 笹村　幸子 76歳 富　山 ・ 高岡スカイボウル 155歳 川口　伸 79歳 川口　高子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL
155歳 加藤　孝志 79歳 加藤　ふみ子 76歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 155歳 鶴　　舜三 79歳 鶴　　かよこ 76歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
155歳 向永　隆 78歳 向永　昭子 77歳 香　川 ・ MG-BOWL 155歳 梅津　美治郎 78歳 梅津　とよ子 77歳 大　分 ・ OBS BOWL
155歳 小島　邦之 78歳 小島　純子 77歳 東　京 ・ トミコシ高島平ボウル 155歳 鈴木　英雄 78歳 鈴木　千恵子 77歳 静　岡 ・ 袋井グランドボウル
155歳 佐々木司郎 78歳 佐々木百合子 77歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 155歳 仲保　和雄 77歳 仲保　まさ子 78歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル
154歳 家壽　信行 81歳 家壽　洋子 73歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 154歳 中山　時雄 81歳 中山　里子 73歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ
154歳 青島　久夫 80歳 青島　佐千子 74歳 静　岡 ・ 神明ボウル 154歳 菅原　武光 80歳 菅原　喜代子 74歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル
154歳 猪井　日出次 79歳 猪井　恵美子 75歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 154歳 大西　典生 79歳 大西　芳江 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 / 稲沢グランドボウル
154歳 三露　洋介 79歳 三露　瑠美子 75歳 熊　本 ・ パスカワールド　グリーンランド店 154歳 吹原　譲 78歳 吹原　妙子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
154歳 塩野　順豪 78歳 塩野　ナカ子 76歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 154歳 荒川　文雄 78歳 荒川　和子 76歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川
154歳 長谷川政治 78歳 長谷川世津子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 154歳 熊澤　章光 78歳 熊澤　富枝 76歳 愛　知 ・ アソビックスびさい
154歳 安達　誠 78歳 安達　テイ子 76歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 154歳 松本　武明 77歳 松本　トヨ子 77歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本
154歳 前田　克春 77歳 前田　富子 77歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 154歳 石松　賢士 77歳 石松　里子 77歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン
154歳 古谷　功 76歳 古谷　久子 78歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル 153歳 佐々木浄 80歳 佐々木加代 73歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
153歳 三瓶　光雄 80歳 三瓶　美枝子 73歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 153歳 庄野　命 79歳 庄野　従子 74歳 神奈川 ・ タチバナボウル
153歳 石森　泰司 78歳 石森　京子 75歳 東　京 ・ 立川スターレーン 153歳 北林　和彦 78歳 北林　あけみ 75歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
153歳 岡戸　政司郎 77歳 岡戸　タカエ 76歳 愛　知 ・ 東名ボール 153歳 太田　吉彦 77歳 太田　保子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
153歳 沼田　弘行 77歳 沼田　ヤイ子 76歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 153歳 松木　秀夫 77歳 松木　満子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
153歳 坂　　勇 77歳 坂　　愛子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 153歳 高梨　恭一 76歳 高梨　淑子 77歳 東　京 ・ 立川スターレーン
153歳 横内　克己 75歳 横内　一美 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル 152歳 佐々木章 82歳 佐々木ちえ子 70歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル
152歳 佐藤　薫 81歳 佐藤　和子 71歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 152歳 山縣　邦宏 80歳 山縣　喜美代 72歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店
152歳 三浦　新三 80歳 三浦　滋子 72歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 152歳 阿部　勝夫 79歳 阿部　ノブ子 73歳 静　岡 ・ 神明ボウル
152歳 磯部　宏一 79歳 磯部　澄子 73歳 静　岡 ・ 毎日ボウル芳川 152歳 桑鶴　冨造 79歳 桑鶴　由紀子 73歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店
152歳 階堂　眞次 79歳 階堂　啓子 73歳 神奈川 ・ ハマボール 152歳 安江　晧司 78歳 安江　奈々子 74歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店
152歳 河合　仡 78歳 河合　時子 74歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 152歳 中村　静雄 77歳 中村　紀子 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
152歳 芹田　章二 77歳 芹田　義子 75歳 福　岡 ・ 折尾スターレーン 152歳 江道　要 77歳 江道　幸子 75歳 大　阪 ・ アルゴボウル
152歳 山田　忠勝 77歳 山田　増子 75歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン 152歳 水野　滋 77歳 水野　豊子 75歳 愛　知 ・ アソビックスびさい
152歳 阪田　潤一 76歳 阪田　コト 76歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 152歳 市橋　昌彦 76歳 市橋　清子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
152歳 五十嵐公通 76歳 五十嵐紀子 76歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 152歳 二宮　秀利 75歳 二宮　恵子 77歳 大　阪 ・ アルゴボウル
151歳 村井　英夫 80歳 村井　由紀子 71歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 151歳 武者　俊介 79歳 武者　由美子 72歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル
151歳 石田　治一 79歳 石田　美佐子 72歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 151歳 岩村　征英 78歳 岩村　久子 73歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン
151歳 松本　豊成 77歳 松本　よし子 74歳 静　岡 ・ 神明ボウル 151歳 川口　武士 77歳 川口　文代 74歳 三　重 ・ サンパークレーン
151歳 大竹　憲一 77歳 大竹　栄子 74歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 151歳 立川　正明 76歳 立川　登代子 75歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店
151歳 金田　金幸 76歳 金田　すみ 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 151歳 滑川　光義 76歳 滑川　和子 75歳 茨　城 ・ オルク
151歳 宇部　義彦 75歳 宇部　恵子 76歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 151歳 今福　廣親 75歳 今福　美知子 76歳 佐　賀 ・ メリーランドタケオボウル
151歳 松尾　宏 75歳 松尾　頼子 76歳 広　島 ・ 広島パークレーン 151歳 吉野　豊 73歳 吉野　トセ 78歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル
150歳 影山　絋次 79歳 影山　美知子 71歳 栃　木 ・ 足利スターレーン 150歳 野間　元右 77歳 野間　千尋 73歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
150歳 張ヶ谷勉 77歳 張ヶ谷みさ子 73歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 150歳 本杉　博一 76歳 本杉　豊子 74歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
150歳 古閑　和人 76歳 古閑　君子 74歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 150歳 高口　好輔 75歳 高口　美智子 75歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名
150歳 弥上　光治 75歳 弥上　律子 75歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル 150歳 菅嶋　健治 73歳 菅嶋　ヒロ子 77歳 熊　本 ・ パスカワールド　グリーンランド店

159歳 小塚　浩 83歳 小塚　昭代 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 159歳 藤井　治 83歳 藤井　和海 76歳 山　口 ・ ボウリングの・森
159歳 鈴木　進吾 83歳 鈴木　春江 76歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ 159歳 清水　暁彦 82歳 清水　昌子 77歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
159歳 大城　實 82歳 大城　孝子 77歳 東　京 ・ 笹塚ボウル 159歳 武藤　勝美 82歳 武藤　孝恵 77歳 岐　阜 ・ 関ボウリングセンター / マーサボウル
159歳 坂田　唯夫 82歳 坂田　広子 77歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 159歳 倉田　祐二 81歳 倉田　幸子 78歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター
159歳 生沼　正伍 81歳 生沼　雪子 78歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル 159歳 上原　良夫 81歳 上原　トミ子 78歳 沖　縄 ・ マチナトボウル
159歳 本村　征一 81歳 本村　順子 78歳 愛　知 ・ 知立イーグルボウル 159歳 松本　厚 81歳 松本　紘子 78歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名
159歳 天野　猛 80歳 天野　順子 79歳 徳　島 ・ スエヒロボウル 159歳 八木　明 80歳 八木　七重 79歳 東　京 ・ 西東京レーン
159歳 竹村　紘一 80歳 竹村　教枝 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン / 相模原パークレーンズ 159歳 豊村　賢治 80歳 豊村　美加代 79歳 静　岡 ・ 神明ボウル
159歳 米澤　利信 80歳 米澤　トシ子 79歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ 159歳 徳本　辰雄 79歳 徳本　和子 80歳 鳥　取 ・ 米子 YSP ボウル
159歳 三関　誠治 79歳 三関　キミ子 80歳 神奈川 ・ タチバナボウル 159歳 山本　博康 79歳 山本　三枝 80歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
158歳 岩田　稔 82歳 岩田　尚子 76歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 158歳 白井　三津男 82歳 白井　千鶴子 76歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール
158歳 川口　進一 82歳 川口　千惠子 76歳 東　京 ・ 立川スターレーン 158歳 永峰　健一 81歳 永峰　珠代 77歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
158歳 万谷　勝男 81歳 万谷　芳美 77歳 石　川 ・ コロナキャットボウル金沢店 158歳 阿賀谷英雄 81歳 阿賀谷操 77歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
158歳 中山　淳夫 81歳 中山　せつ子 77歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル 158歳 辻　　順之助 81歳 辻　　尚子 77歳 三　重 ・ サンパークレーン
158歳 北原　二郎 80歳 北原　美代子 78歳 神奈川 ・ ハマボール 158歳 井上　弘通 80歳 井上　佳余子 78歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
158歳 阿部　信也 80歳 阿部　美智子 78歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル 158歳 伊藤　照二 79歳 伊藤　孝子 79歳 千　葉 ・ ボウルアピア柏中央店
158歳 観音林孫彦 79歳 観音林久子 79歳 埼　玉 ・ 芝グランドボール 158歳 菊武　敏行 78歳 菊武　喜久子 80歳 神奈川 ・ 江の島ボウリングセンター
158歳 枝浪　義孝 78歳 枝浪　礼子 80歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 158歳 法安　伴次郎 78歳 法安　幸子 80歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
157歳 奥村　満富 83歳 奥村　多恵子 74歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 157歳 増田　修身 82歳 増田　ミツ子 75歳 東　京 ・ 平和島スターボウル
157歳 勢　　勝麿 81歳 勢　　醇子 76歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店 157歳 光井　賢二 81歳 光井　慶子 76歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル
157歳 高橋　瑞郎 81歳 高橋　ノリ子 76歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 157歳 内部　博巳 81歳 内部　統子 76歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店
157歳 吉井　祐輔 81歳 吉井　満智子 76歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 157歳 伊藤　勝康 80歳 伊藤　順子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
157歳 田辺　正元 80歳 田辺　恭子 77歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 157歳 村田　信雄 80歳 村田　かつみ 77歳 宮　城 ・ 三本木ボウリング場
157歳 須田　泰正 80歳 須田　美智子 77歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 157歳 鈴木　巌 80歳 鈴木　せつ子 77歳 静　岡 ・ トマトボウル
157歳 黒田　泉 80歳 黒田　純子 77歳 熊　本 ・ 司ボウル玉名 157歳 國本　初雄 79歳 國本　俊枝 78歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル
157歳 杉原　修 79歳 杉原　恭子 78歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール 157歳 山本　一正 79歳 山本　亜子 78歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル
157歳 西川　隆 79歳 西川　志賀子 78歳 愛　媛 ・ 桑名ボウル 157歳 今井　忠 79歳 今井　博子 78歳 栃　木 ・ 王冠ボウル
157歳 齋藤　忠男 79歳 齋藤　洋子 78歳 宮　城 ・ 気仙沼さくらボウル 157歳 藤田　光彦 78歳 藤田　洋子 79歳 宮　崎 ・ 宮崎エースレーン
157歳 後藤　和男 78歳 後藤　優子 79歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 157歳 村上　榮一 78歳 村上　初枝 79歳 東　京 ・ 世田谷オークラボウル
157歳 向井　徳昭 76歳 向井　美佐子 81歳 広　島 ・ 広島パークレーン 156歳 松山　輝喜 84歳 松山　千保子 72歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
156歳 権堂　安幸 83歳 権堂　和枝 73歳 福　岡 ・ 小嶺シティボウル 156歳 神戸　道彰 81歳 神戸　しのぶ 75歳 静　岡 ・ 柿田川パークレーンズ
156歳 中野　照雄 81歳 中野　久ミ子 75歳 大　分 ・ 日田アストロボウル 156歳 三澤　昇司 80歳 三澤　濱子 76歳 愛　知 ・ 岩屋キャノンボウル
156歳 木村　宏 80歳 木村　秀子 76歳 埼　玉 ・ 新狭山グランドボウル 156歳 小副川弘 80歳 小副川美江 76歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス
156歳 井石　征吾 79歳 井石　米子 77歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店 156歳 須貝　眞悦 79歳 須貝　節子 77歳 神奈川 ・ ハマボール
156歳 松永　昌利 79歳 松永　一子 77歳 愛　知 ・ 東名ボール 156歳 中田　準一 79歳 中田　勝代 77歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル
156歳 小野木豊 79歳 小野木喜久位 77歳 千　葉 ・ ストライカーズ西船ボウル 156歳 寺嶋　洋介 79歳 寺嶋　禮子 77歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
156歳 谷田部恵永 79歳 谷田部政子 77歳 千　葉 ・ ときわ平ボウリングセンター 156歳 吉田　一豊 79歳 吉田　佳子 77歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
156歳 永井　雪雄 79歳 永井　良子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 156歳 藤本　孝夫 78歳 藤本　恵子 78歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン
156歳 長谷　旦也 78歳 長谷　愛子 78歳 三　重 ・ サンパークレーン 156歳 杉本　勝弘 78歳 杉本　ヒロ子 78歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
156歳 永富　嘉郎 78歳 永富　啓子 78歳 佐　賀 ・ ファズボウリングセンター 156歳 青木　三郎 74歳 青木　清子 82歳 茨　城 ・ 坂東ファミリーボウル
155歳 石川　勇 82歳 石川　久枝 73歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 155歳 辻本　幸弘 81歳 辻本　睦美 74歳 和歌山 ・ 新宮東宝ボウル
155歳 舘　　幸作 80歳 舘　　ミナエ 75歳 三　重 ・ アソビックスあさひ 155歳 山崎　嗣也 80歳 山崎　幸枝 75歳 広　島 ・ ミスズボウル
155歳 内山　継躬 80歳 内山　静子 75歳 岩　手 ・ 盛岡スターレーン 155歳 横山　睦雄 80歳 横山　アツ子 75歳 神奈川 ・ タチバナボウル
155歳 浅野　昇 80歳 浅野　初枝 75歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島 155歳 加藤　金吾 79歳 加藤　たか子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
155歳 池谷　福市 79歳 池谷　祥子 76歳 愛　知 ・ アソビックスかにえ 155歳 武田　俊二 79歳 武田　佳予子 76歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル
155歳 岩城　晳太郎 79歳 岩城　由美 76歳 神奈川 ・ タチバナボウル 155歳 中川　守泰 79歳 中川　弘子 76歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
155歳 村川　雄一郎 79歳 村川　三千代 76歳 香　川 ・ MG-BOWL 155歳 津々木勲 78歳 津々木征子 77歳 熊　本 ・ 菊陽ボウル
155歳 山本　啓一 78歳 山本　芳枝 77歳 岡　山 ・ ネグザスボウル 155歳 神　　洋 78歳 神　　恵美子 77歳 北海道 ・ 苫小牧中央ボウル
155歳 君島　邦光 78歳 君島　敬枝 77歳 東　京 ・ アイビーボウル向島 155歳 土山　勝正 78歳 土山　長子 77歳 福　岡 ・ コロナキャットボウル小倉店
155歳 佐藤　隆夫 78歳 佐藤　君江 77歳 北海道 ・ 千歳フジボウル 154歳 下條　一郎 83歳 下條　とし子 71歳 群　馬 ・ ラウンドワンスタジアム前橋店
154歳 福井　光雄 81歳 福井　よりえ 73歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 154歳 竹山　幸雄 81歳 竹山　恵美子 73歳 北海道 ・ 千歳フジボウル
154歳 南里　忠勝 80歳 南里　千鶴子 74歳 北海道 ・ サッポロオリンピアボウル 154歳 金剛　和雄 80歳 金剛　文子 74歳 静　岡 ・ 狐ケ崎ヤングランドボウル
154歳 戸塚　栄一 79歳 戸塚　初江 75歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 154歳 豊嶋　一博　 79歳 豊嶋　サヨ子 75歳 長　崎 ・ 諫早パークレーン
154歳 村端　英雄 79歳 村端　敬子 75歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 154歳 菅野　忠浩 78歳 菅野　日出子 76歳 大　分 ・ OBS BOWL
154歳 真子　孝 78歳 真子　冨美子 76歳 佐　賀 ・ ボウルアーガス 154歳 後藤　義雄 78歳 後藤　友代 76歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル小牧店
154歳 須永　晃 78歳 須永　恒子 76歳 埼　玉 ・ ボウリング王国スポルト飯能店 154歳 前田　末徳 78歳 前田　美代子 76歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
154歳 吉田　公夫 78歳 吉田　豊子 76歳 岐　阜 ・ コロナキャットボウル大垣店 154歳 山田　好孝 77歳 山田　敦子 77歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
154歳 戸田　邦夫 77歳 戸田　貞子 77歳 埼　玉 ・ アイビーボウル北本 154歳 宮原　英州 76歳 宮原　悦子 78歳 静　岡 ・ 富士パークレーンズ
154歳 森井　俊博 75歳 森井　孝子 79歳 神奈川 ・ 相模ファーストレーン 153歳 溝江　嘉人 80歳 溝江　由美子 73歳 熊　本 ・ パスカワールド　グリーンランド店
153歳 浦辺　昌信 79歳 浦辺　桂子 74歳 福　岡 ・ 西新パレスボウル 153歳 手嶋　得二 78歳 手嶋　ミサ子 75歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル
153歳 松浦　芳正 78歳 松浦　まさ子 75歳 静　岡 ・ 神明ボウル 153歳 木村　泰郎 78歳 木村　宏子 75歳 栃　木 ・ 足利スターレーン
153歳 戸田　勝巳 77歳 戸田　悦子 76歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル 153歳 松永　雅範 77歳 松永　安子 76歳 佐　賀 ・ 伊万里スターボウル
153歳 関根　賢二 77歳 関根　久子 76歳 埼　玉 ・ 松原スターボウル 153歳 加藤　舜一 77歳 加藤　セツ子 76歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
153歳 吉田　信博 77歳 吉田　敏子 76歳 千　葉 ・ 富津スターレーン 153歳 市川　篤 76歳 市川　ハナ子 77歳 神奈川 ・ タチバナボウル
152歳 大湖　光知 84歳 大湖　よち子 68歳 群　馬 ・ パークレーン高崎 152歳 鈴木　勝之 81歳 鈴木　久美子 71歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル
152歳 山本　正人 80歳 山本　ちかみ 72歳 三　重 ・ サンパークレーン 152歳 岡崎　清 80歳 岡崎　千秋 72歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
152歳 稲田　六夫 79歳 稲田　眞佐江 73歳 大　阪 ・ アルゴボウル 152歳 松本　吉笙 79歳 松本　友子 73歳 愛　知 ・ スポルト名古屋
152歳 森部　昌彦 79歳 森部　はつ子 73歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 152歳 船戸　義廣 79歳 船戸　信枝 73歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
152歳 阪本　好伸 79歳 阪本　敏子 73歳 東　京 ・ 立川スターレーン 152歳 森田　覚夫 78歳 森田　信子 74歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル
152歳 桜井　美好 78歳 桜井　陽子 74歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 152歳 山根　繁勝 77歳 山根　早苗 75歳 鳥　取 ・ 米子 YSP ボウル
152歳 牧野　文昭 77歳 牧野　暉子 75歳 静　岡 ・ 浜松毎日ボウル 152歳 木村　碩男 77歳 木村　信子 75歳 埼　玉 ・ 所沢スターレーン
152歳 甲木　滋旺 77歳 甲木　裕子 75歳 福　岡 ・ 桃園シティボウル 152歳 豊田　敏則 77歳 豊田　富士子 75歳 山　口 ・ 下関ロイヤルボウル
152歳 仲野　正義 76歳 仲野　美佐枝 76歳 静　岡 ・ 神明ボウル 152歳 小杉　二三夫 76歳 小杉　清江 76歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル
152歳 平塚　昇 75歳 平塚　禮子 77歳 京　都 ・ キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 152歳 伊藤　進 74歳 伊藤　三千代 78歳 岐　阜 ・ コスモボウル羽島
151歳 嵐　　幹勝 80歳 嵐　　好子 71歳 三　重 ・ サンパークレーン 151歳 進藤　寿夫 79歳 進藤　さき子 72歳 兵　庫 ・ 神戸六甲ボウル
151歳 渡辺　正八 78歳 渡辺　あや子 73歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 151歳 中根　喜久男 78歳 中根　桂子 73歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店
151歳 神戸　直樹 77歳 神戸　和子 74歳 鳥　取 ・ 鳥取スターボウル 151歳 小田　昌弘 77歳 小田　保美 74歳 三　重 ・ アソビックスあさひ
151歳 楠山　正久 77歳 楠山　幸子 74歳 大　阪 ・ アルゴボウル 151歳 赤木　宏一郎 76歳 赤木　伊佐子 75歳 和歌山 ・ 新宮東宝ボウル
151歳 山添　竹二 76歳 山添　輝子 75歳 愛　知 ・ アソビックスびさい 151歳 坂本　芳昭 75歳 坂本　恵美子 76歳 群　馬 ・ パークレーン高崎
151歳 棚井　吉之介 75歳 棚井　邦子 76歳 三　重 ・ サンパークレーン 151歳 岡本　富雄 75歳 岡本　竜子 76歳 静　岡 ・ 掛川毎日ボウル
151歳 大竹　利一 74歳 大竹　美佐子 77歳 千　葉 ・ ユーカリ・ボウル 150歳 佐々木淳 82歳 佐々木美代子 68歳 山　梨 ・ 都留ファミリーボウル
150歳 田中　佳一 78歳 田中　セエ子 72歳 三　重 ・ サンパークレーン 150歳 橋口　英毅 77歳 橋口　ツルヨ 73歳 宮　崎 ・ 都城ハイレーンズ
150歳 高澤　幹大 77歳 高澤　敦子 73歳 東　京 ・ 立川スターレーン 150歳 松本　尚隆 76歳 松本　三枝子 74歳 愛　知 ・ コロナキャットボウル安城店
150歳 竹内　元 76歳 竹内　千代 74歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 150歳 田川　元喜 75歳 田川　栄子 75歳 山　口 ・ 防府ゴールデンボール
150歳 今川　藤八郎 75歳 今川　ナミエ 75歳 愛　知 ・ スポルト名古屋 150歳 浜地　理 70歳 浜地　美千子 80歳 愛　知 ・ 稲沢グランドボウル


