
名前 ロケーション 名前 ロケーション
トップガ
ン参加1

トップガ
ン参加2

サトウ　ユウジ ディオス サコ　ヒロカズ ディオス

アオイ　イチロウ ディオス フジカワ　ヒカル ディオス

コバヤカワ　ケンタ ディオス ウエノ　ジュン ディオス

ナカモリ　マユミ ポンテ マツオカ　アキナ ポンテ

ヤマシタ　ジュンイチ ポンテ ハマモト　ショウゴ ポンテ

フルキ　シホ カラー オチウミ　リョウ カラー

オクダ　ケンジ カラー パターソン　ジュリアン カラー

タカスギ　レン カラー ハスイケ　タクヤ カラー

カツベ　タクヤ カラー フジオカ　マサオ カラー

ベツヒロ　タカミ ルイード　タバーン ナガイ　ユリノ ルイード　タバーン

モリ　ハヤト ルイード　タバーン ナカムラ　ユウキ ルイード　タバーン ○ ○

キヨフジ　ヒデアキ ルイード　タバーン ナカシオ　イヨ ルイード　タバーン

フカイ　ミキ ルイード　タバーン オオカワ　チヅコ インテンション ○

アマモト　ミチアキ ルイード　タバーン ミヤモト　ユキ ルイード　タバーン ○ ○

カナデ　シンイチ ルイード　タバーン スギバヤシ　ナオキ ルイード　タバーン

タサカ　ワタル ルイード　タバーン ツルオカ　ユキコ ルイード　タバーン ○

アキヨシ　ヒデヤ ルイード　タバーン イヌヅカ　ユウキ ルイード　タバーン

サイトウ　チアキ ルイード　タバーン ハコザキ　ユキノ ルイード　タバーン

ヒロセ　ナオキ ルイード　タバーン イイダ　ヒロユキ ルイード　タバーン

キハラ　ヨシタカ ルイード　タバーン コダテ　ヤスヒロ ルイード　タバーン

クサカベ　マサシ ルイード　タバーン オカザキ　エミ インテンション

ヤマカワ　ヒロユキ ボス イシカワ　ジュン ボス

シモタカ　カズナリ アンバランス モロイ　カツヤ アンバランス

ニシノ　シンヤ アンバランス トクダ　アキヒロ アンバランス

ナカノ　タカミ アンバランス クワバラ　キヨフミ アンバランス

ヤスダ　マユ アンバランス コダ　アヅサ アンバランス

フジイ　ヒデノリ トラットリアバールーチェ ワキサカ　ユミ トラットリアバールーチェ

ニシオカ　ヒカル トラットリアバールーチェ スギモト　タクヤ トラットリアバールーチェ

ダンダ　ノブタカ トラットリアバールーチェ ヒラタニ　アイコ トラットリアバールーチェ

イマタニ　ノリオ トラットリアバールーチェ マツモト　タケアキ トラットリアバールーチェ

ナカモト　リッシ トラットリアバールーチェ スギハラ　ミツヒコ トラットリアバールーチェ

ミヤモト　エイジ レストランアンドバープレスリー ミゾマエ　ユミ レストランアンドバープレスリー

クラゾノ　ケンショウ レストランアンドバープレスリー コウノ　ジロウ レストランアンドバープレスリー

ムカイ　ケイスケ レストランアンドバープレスリー ムカイ　ナオミ レストランアンドバープレスリー

イマイ　ケンジ ルイード　スポルデ タカハシ　マサヤ ルイード　スポルデ

ヤシマ　タカヒロ ルイード　スポルデ フジイ　タカヤ ルイード　スポルデ ○

ミズグチ　アツキ アライズ ビトウ　トモヒサ アライズ ○

アジキ　ケンイチ アライズ カタヤマ　ヨウコ アライズ

エノマタ　シンゴ アライズ オカザキ　タカヒロ アライズ

アクツ　ユウヤ アライズ オカザキ　サトミ アライズ

ハラ　カズヒロ アライズ ヨシダ　タカトシ アライズ ○

ウシガミ　タケヒロ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ

ササキ　タケミツ アライズ オオハタ　ヨシミ アライズ

スガ　オキナリ アライズ カワベ　リョウ アライズ ○

オカノ　タイシ アライズ ヒガシ　カズマサ アライズ ○ ○

イノクチ　ヒロユキ アライズ タケガワ　カツヨシ アライズ

カネダ　ダイキ アライズ シミズ　トモヒロ アライズ

シキジ　マコト アライズ マツシゲ　イツオ アライズ

カワサキ　シンタロウ アライズ マルヤマ　タケル アライズ

ヤマモト　オリエ アライズ サワダ　トモミ アライズ

サキナガ　タツヤ アライズ クラハマ　ケンスケ アライズ

カナザワ　シンヤ アライズ スミカワ　タケル アライズ ○

ホソマ　ヒロミ アライズ シバタ　ショウ アライズ

ヒラマツ　ユズル アライズ タグチ　ヨシヒロ アライズ

ハマダ　タカノリ アライズ マツオ　ケイスケ アライズ

ヒラヤマ　カズヤ アライズ ミズノ　モモコ アライズ

マツオ　ノボル バランス カワモト　ヨシヒロ バランス ○ ○

タナカ　トシアキ バランス ヤマダ　シンタロウ バランス

ヤザワ　ユイカ バランス ナカダ　ユウカ バランス

ヤマモト　ヤスヒロ バランス イシザキ　シンゴ バランス

イシザキ　アイ バランス ヒラシタ　アヅサ バランス

シモムラ　ジュンイチ バランス ササキ　ショウヘイ アライズ ○

ウエノ　マサカズ ターゲット カワグチ　ヨシト ターゲット ○

ヤマモト　カオリ ターゲット イガワ　フトシ ターゲット

ノツ　アキヒサ ターゲット ウエノ　アヤカ ターゲット ○

サクタ　カズヒロ ターゲット カミタニ　アサミ ターゲット

ササキ　ユウタ スターズカフェ フルタ　リンカ スターズカフェ



タニグチ　ノゾム スターズカフェ モリタ　ユウカ スターズカフェ

コバヤシ　リョウ スターズカフェ マツモト　ユキ スターズカフェ

ヒラカワ　ダイスケ バケラッタ アンダチ　メグミ バケラッタ

タケウチ　セント バケラッタ フカイ　ミチヨ バケラッタ

キムラ　トオル ジャック　クラブ シマダ　カズキ ジャック　クラブ ○

ウチノミヤ　ユミコ ジャック　クラブ リョウ　マナミ ジャック　クラブ ○

ヤマモト　キョウコ ジャック　クラブ マツダ　ヒデオ ジャック　クラブ

アイダ　ショウゴ ジャック　クラブ クボ　リョウスケ ジャック　クラブ

サカイ　タカヒロ ジャック　クラブ タオダ　ヒロミ ジャック　クラブ

クラモト　ユタカ ロデオ　ガレージ ヨコヤマ　サキ ロデオ　ガレージ

オオトリ　ハルカ ロデオ　ガレージ ヨコヤマ　シンジ ロデオ　ガレージ ○ ○

オオタ　マサヒロ ロデオ　ガレージ タルミ　アカネ ロデオ　ガレージ ○

カワカミ　マサユキ ロデオ　ガレージ ホソダ　ユキコ ロデオ　ガレージ ○

ヤマダ　アキヒロ ロデオ　ガレージ ハットリ　シゲマサ ロデオ　ガレージ ○ ○

オキタ　タケル ロデオ　ガレージ ナカノ　キョウヘイ ロデオ　ガレージ ○

タニカワ　クンソウ マックス オキタ　ケイジ マックス ○

オカノ　ショウ マックス コウノ　アキコ マックス ○ ○

オモ　マサカズ マックス トミハラ　ユタカ マックス

リュウミ　ヨシアキ マックス オオギ　ケンタロウ マックス ○ ○

ヤマモト　ハジメ マックス ヒラオカ　カズヤ マックス ○

アベ　ヒロミチ マックス イワムラ　ヨシノリ マックス

カトウ　リエ マックス アキモト　マオ マックス ○

オカダユカ マックス トミハラ　ユウナ マックス

ヨシダ　コウイチ ブラスト ミツダ　ヨシヒロ ブラスト

カスヤ　ヒロシ ブラスト オカジマ　ヨシナリ ブラスト ○

ヤマダ　ユウタ ブラスト マツモト　コウスケ ブラスト

イシカワ　ヒロシ ブラスト オオニシ　ウツキ ブラスト

ハナダ　ヒロシ ブラスト イノウエ　ヤヨイ ブラスト

ヨシザキ　タツヤ ブラスト ハセガワ　トモヒロ ブラスト

カワモト　マサタカ ブラスト ニゴタ　ヒロユキ ブラスト ○

サナダ　マサヒロ ブラスト シブヤ　タケシ ブラスト ○

アベ　アキラ ブラスト イノウエ　サトシ ブラスト

ワキモト　ヒロシ フィッツ キノウ　ヒサアキ ブラスト

ササキ　アキラ ブラスト ヨシダ　ユウヤ ヨシダ

ハシモト　ダイスケ ブラスト マツザキ　ユキナ ブラスト

ササキ　タエコ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト ○

テラオカ　タケシ ブラスト ササキ　イサオ ブラスト

オオモト　ヒトシ ブラスト カワモト　ユウスケ ブラスト

エベス　テルアキ ブラスト ヨシカワ　ユリエ ブラスト

マルオ　ヤスヒロ ブラスト ハヤシ　トモヒロ ブラスト

ノウミ　アキラ ブラスト サワダ　ノリオ ブラスト

クロキ　アキラ スリーネクスト テツモト　ケンタロウ スリーネクスト ○ ○

ヤマギワ　アヤノ スリーネクスト モリヤマ　タクオ スリーネクスト ○

トヨタ　ヒロミツ スリーネクスト ハットリ　ナオコ スリーネクスト

マサモリ　リョウジ スリーネクスト オキドイ　タケシ スリーネクスト ○

ナカムラ　シズカ スリーネクスト オオトシ　シュウ スリーネクスト

ミノダ　マサカズ スリーネクスト マサモリ　アカネ スリーネクスト ○ ○

フジイ　ヨウスケ スリーネクスト ハットリ　ヤスシ ブラスト ○

サカグチ　リョウ リトルクラウド フチガミ　カズマ リトルクラウド

ヤマモト　ユウジ リトルクラウド コウノ　カズヤ リトルクラウド

シタクボ　ツカサ リトルクラウド フクヤマ　ナオユキ リトルクラウド

マスダ　マサナリ リトルクラウド ヒガシ　タカノリ リトルクラウド
シモドイ　カズヤ リトルクラウド イシバシ　ショウゴ リトルクラウド
シンドウ　マサキ リトルクラウド イノウエ　マサカツ リトルクラウド
コウノ　ノブヒロ リトルクラウド シライシ　シンスケ リトルクラウド
フジイ　ユキコ プティー ワキサカ　エリ プティー ○
ナガフジ　サトシ プティー ミヤモト　ショウジ プティー
タケチ　コウセイ プティー ホンダ　アイリ プティー
フジモト　テツヒロ プティー クニヤス　ユイ プティー
ホリ　シンイチ プティー キダ　ヨシキ プティー
ハシモト　コウイチ ピットブル イワサキ　シンヤ ピットブル
ヨコヤマ　ヒロキ ピットブル マツオカ　リョウ ピットブル
ホリベ　サヤカ ピットブル ゴトウ　ミサキ ピットブル
フジイ　エイジ ピットブル タダノブ　ヨシヒデ ピットブル
カマタ　マサトシ ピットブル クリオ　ミナミ ピットブル
オオムラ　ノブキ ピットブル タカウエ　ケイスケ ピットブル
ナカムラ　ユウヤ ブラスト マナベ　ヒデヤ マックス　ヒロシマエキマエテン
ササキ　アイミ マックス　ヒロシマエキマエテン ヒグチ　アイ マックス　ヒロシマエキマエテン ○
ハセガワ　トモ マックス　ヒロシマエキマエテン ヤマモト　トモアキ マックス　ヒロシマエキマエテン ○ ○
オキイ　ミライ マックス　ヒロシマエキマエテン フルカワ　アヤ マックス　ヒロシマエキマエテン
フルカワ　テツヤ マックス　ヒロシマエキマエテン ワカバヤシ　ジュン マックス　ヒロシマエキマエテン
エノキ　リョウスケ マックス　ヒロシマエキマエテン キムラ　アキトモ マックス　ヒロシマエキマエテン ○
ナカゴシ　ダイスケ マックス　ヒロシマエキマエテン カワテ　メグミ マックス　ヒロシマエキマエテン
トミハラ　ヒロキ マックス　ヒロシマエキマエテン オオムラ　ナオヤ マックス　ヒロシマエキマエテン ○



クマサキ　リョウスケ マックス　ヒロシマエキマエテン オガタ　ヒロユキ マックス　ヒロシマエキマエテン ○
サイダ　タクヤ マックス　ヒロシマエキマエテン ナカムラ　ハルナ マックス　ヒロシマエキマエテン ○ ○
フカダ　トモヒコ マックス　ヒロシマエキマエテン ヤマサキ　ヒロアキ マックス　ヒロシマエキマエテン ○ ○
ワタナベ　ヤスヒロ マックス　ヒロシマエキマエテン マクラ　コウヘイ マックス　ヒロシマエキマエテン ○
ダイコウ　リョウヘイ トランス ニッタ　テッセイ トランス
コガワ　サトシ トランス オオガ　タカフミ トランス
コウチ　ショウタ トランス コウチ　マリコ トランス ○ ○
サイトウ　アキラ トランス ナガイ　サヤカ トランス
ニシムラ　ワタル トランス ナガトモ　カズヤ トランス
アオキ　タカヒロ トランス ナカヤマ　ヒロタカ トランス ○
フジキ　ヒロシ ビーアライブ ヤマヒラ　ジュン ビーアライブ ○ ○
ニシムラ　スグル ビーアライブ アカイシ　ジュンヤ ビーアライブ
スナハラ　キヨシ ビーアライブ クマガイ　シゲノリ ビーアライブ ○
ヒロモリ　ヤクト ビーアライブ ササキ　マイ ビーアライブ
ホウリ　ヒロユキ ビーアライブ サキモト　マコト ビーアライブ
スガ　アリサ ビーアライブ フクダ　ユミ ビーアライブ ○ ○
ヨシタケ　ユウヤ ビーアライブ オカダ　マサミ ビーアライブ
マツウラ　アツシ ビーアライブ オク　カオリ ビーアライブ ○
ハマダ　リョウ ビーアライブ ハシモト　ヒロノリ ビーアライブ
ヨコシ　ヨシヒコ ビーアライブ ユウキ　チエ ビーアライブ
セオ　タダヨシ クローバークローバー ハタケヤマ　ヨシミ クローバークローバー ○ ○
ナガミ　タカヒロ クローバークローバー イマイ　キヨシ クローバークローバー
イノウエ　シュウジ マリオ スガイ　ヒトミ マリオ ○
ヤマサキ　レイシ マリオ ヤスダ　アヤカ マリオ
ミネタニ　タダシ マリオ ツバキ　アヅサ マリオ ○
オムラ　キヨシ マリオ ハセガワ　ダイスケ マリオ ○
フジハラ　ミズキ マリオ キタムラ　シンタロウ マリオ
サッカ　カズヤ ダブルゼロ モリノ　ユウキ ダブルゼロ
ウチヤマ　ショウタ ダブルゼロ クロカワ　リュウノスケ ダブルゼロ
ナカヅカ　マサキ ダブルゼロ ウチヤマ　アミ ダブルゼロ
カシマ　コウヘイ ハット シゲナガ　ユウヤ ハット
ヒグチ　アサミ ハット サイトウ　アイ ハット
シラネ　シンヤ ブルーライン イイノ　ジュンペイ ブルーライン ○ ○
ウメダ　ヤスタカ トレンディ ヒラオカ　ヒロヒサ トレンディ
イケダ　ヒロユキ トレンディ ニシムラ　ミネコ トレンディ
カナタケ　ユカ トレンディ ミツタケ　ミカ トレンディ
ササキ　サヤカ トレンディ シンタク　タケシ トレンディ ○
コタニ　ケンタ トレンディ マエダ　ケンタロウ トレンディ ○
ナカサワ　ケイタ プティー キハラ　ユカ トレンディ
オオモト　トシキ トレンディ ナカシマ　ユイカ トレンディ
タカハシ　カツノリ トレンディ フルカワ　ヨウスケ トレンディ
ハタヤマ　ミキト タップラップクラブ イシダ　タケハル タップラップクラブ ○ ○
ナガオカ　マモル プールロード ウエノ　タイチ ライフ ○
ヤマモト　ユウキ ライフ フルタ　カズマ ライフ ○ ○
イワサ　フユカ ライフ フカマチ　イクリ ライフ
タダ　マサヒコ ダーツヤ　ブル ヤマミチ　ユミ ダーツヤ　ブル
カドナガ　ケンジ ダーツヤ　ブル ヤナギダ　ケイスケ ダーツヤ　ブル
シラネ　ノリヨシ ダーツヤ　ブル ハットリ　テツヤ ダーツヤ　ブル
モリタ　ジュン ダーツヤ　ブル フルノ　マサヒロ ダーツヤ　ブル
エハラ　ヒロコ ダーツヤ　ブル サトウ　ユウキ ダーツヤ　ブル
オカダ　エイジ ダーツヤ　ブル イケウチ　タカヨシ ダーツヤ　ブル
タハラ　マイ ダーツヤ　ブル タグチ　トモアキ ダーツヤ　ブル

ナカハラ　コウイチ ダーツヤ　ブル カキモト　ノリタカ ダーツヤ　ブル
トキムラ　コウジ ダーツヤ　ブル ハヤカワ　シンイチ ダーツヤ　ブル
アオキ　エコノ ダーツヤ　ブル アサクラ　セイヤ マックス　ヒロシマエキマエテン ○
タジリ　ユウマ クラック キクオカ　マサアキ クラック ○ ○
フカイ　エイゴ インテンション トクナガ　ケンタ インテンション ○ ○
オオカワ　コウタ インテンション コバヤシ　シュウイチ インテンション
オキイ　サトシ インテンション ゼンミョウ　アキト インテンション ○
ハラダ　チカフミ インテンション フジサカ　シュウイチ インテンション
イマガワ　トシヒコ インテンション ナガタ　ヨシヒロ インテンション
ヤマシタ　　ショウコ インテンション カネフジ　マユ インテンション
タケコシ　カズト マックス ヒラタ　シンイチ インテンション ○ ○
ハットリ　マサル インテンション アナカゼ　サオリ インテンション ○
スガ　ヒロミ ジュウハチバン シミズ　ヨシノリ ジュウハチバン
ホリ　シゲアキ ジュウハチバン アキヅキ　シンジ ジュウハチバン
ミゾグチ　トオル ジュウハチバン エンドウ　ユウキ ジュウハチバン
ハブ　ユウキ ジュウハチバン イシカワ　ショウ ジュウハチバン ○

モリカネ　リョウスケ ジュウハチバン ワタナベ　リョウタ ジュウハチバン
ミツナガ　リカ ジュウハチバン タケトウ　チヒロ ジュウハチバン
トウマ　トモユキ ジュウハチバン ササキ　フウカ ルイード　タバーン ○
ヤマザキ　リョウ ジュウハチバン タカギ　トシミツ ジュウハチバン
カトウ　アキヒロ ジュウハチバン ハシモト　カナエ ジュウハチバン
タナカ　シンヤ ジュウハチバン ナガオカ　ナオエ ジュウハチバン
ヒロセ　シュウジ ハート ミズタニ　サオリ ハート
ササキ　アツシ ハート ナカムラ　ミユキ ハート
ノダ　アイノ ハート フジワラ　アキヒロ ハート
アラカワ　リキ プティー サラガイ　ユウヤ ハート
ナカガワ　ミヤ ラフ ヤマネ　ハルカ ラフ

タケバヤシ　オサム フィッツ マエカワ　ユタカ フィッツ
サイキ　ユキヒデ クラブ　クラップ ヤマモト　シンヤ クラブ　クラップ
ヒライ　ツバサ サイアミーズ マツヤマ　ケイイチ サイアミーズ
ハマ　リョウタ サイアミーズ フジサワ　マイカ サイアミーズ
フクハラ　ユウト サイアミーズ トウドウ　ユウスケ サイアミーズ
ヤマダ　ケンジ サイアミーズ シモダ　エイジ サイアミーズ



イトウ　シンジ サイアミーズ キリュウ　ナオユキ サイアミーズ
ヒロサキ　カズシゲ ジン イムラ　リエ ジン


