
名前 ロケーション 名前 ロケーション

スガ　オキナリ バランス スガ　ヒロミ バランス
マツモト　ヤスヨシ トレンディー マツモト　リナ トレンディー
ヤマモト　トモアキ マックス　ヒロシマエキマエテン アサクラ　ナミ マックス　ヒロシマエキマエテン
ウエノ　マサカズ ターゲット アイミ　タクヤ ターゲット

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
フカダ　トモヒコ マックス　ヒロシマエキマエテン ヤマダ　タカミツ マックス　ヒロシマエキマエテン

アマモト　ミチアキ ルイードタバーン コダマ　コウタ ルイードタバーン
フカイ　エイゴ インテンション ミヤモト　タダヒコ インテンション

ヤマサキ　ヒロアキ マックス マナベ　ヒデヤ ブラスト
マサモリ　リョウジ スリーネクスト シモノ　タツヤ スリーネクスト

フジイ　サキコ プティー ナカムラ　ハルナ マックス　ヒロシマエキマエテン
ハタケヤマ　ヨシミ マックス　フクヤマ アオキエコノ マックス　フクヤマ
アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン イヌツカ　ユウキ ルイードタバーン

クマサキ　リョウスケ マックス ダンジョウ　ヨウタ マックス
コタニ　ケンタ トレンディー フジタ　ヨシノリ トレンディー
オク　カオリ チックパイプ サトウ　ナオ チックパイプ

ハットリ　マスル インテンション シミズ　トシオ インテンション
クリス　コウジ トランス タシロ　ゴウ トランス
カスヤ　ヒロシ ブラスト シギ　アキラ ブラスト
ニッタ　テッセイ トランス アオキ　タカヒロ トランス

オオギ　ケンタロウ マックス　ヒロシマエキマエテン ミナミ　サクラコ マックス　ヒロシマエキマエテン
ヒロセ　タカシ ココナ オザキ　ナナ ココナ

モリハヤト ルイードタバーン ササキ　フウカ ルイードタバーン
ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ フルカワ　ユウキ ロデオガレージ
タカハシ　カツノリ トレンディー スズカワ　メグミ トレンディー
フジイ　ヨウスケ スリーネクスト ミノダ　マサカズ スリーネクスト
サトウ　ミツアキ ココナ ムロヤマ　ナツキ ココナ
マツオ　ノボル バランス イナダ　カズヤ バランス

クロダ　トモヤス クラック ヤマグチ　マコト クラック
ミズグチ　アツキ アライズ ヨシダ　タカトシ アライズ
ヒエダ　ユウタ ピットブル イワサキ　シンヤ ピットブル

アマモト　ユウスケ ルイードタバーン ミヤモト　ユキ ルイードタバーン
スミカワ　タケル ダーツカフェ ティト ヒロシマ トヨアキ　マイ ダーツカフェ ティト ヒロシマ
アラカワ　リキ プティー ハセガワ　トモ マックス

ヒラヤマ　カツマサ 18バン イワクラ　トシユキ 18バン
カドナガ　ユウキ ルイードタバーン スヤマ　ヒロアキ ルイードタバーン
セオ　トモヒサ アライズ イノクチ　ヒロユキ アライズ
ツヨシ　ケンジ アライズ サンダ　コウジ アライズ

サクダ　カズヒロ ターゲット ヤマサキ　レイシ ターゲット
オウワ　テツマサ ジン シブヤ　マサヒロ ジン

ハラ　カズヒロ トレンディー シバタ　リョウスケ トレンディー
エノキ　リョウスケ マックス　ヒロシマエキマエテン エノキ　アイ マックス　ヒロシマエキマエテン

テンマ　ハヤト サイアミーズ フチガミ　カズマ サイアミーズ
カサダ　タカヒト ジャック　クラブ ヒサタニ　マサヤ ジャック　クラブ

ヒラオカ　ヒロヒサ ハート ウメダ　ヤスタカ トレンディー
ヒロナカ　ナツミ タック ヒラタ　シンイチ インテンション

シモムラ　ジュンイチ トレンディー イクノ　アキヒコ マックス
ハマモト　シズマ トレンディー マツオカ　アキナ トレンディー
タケコシ　カズト マックス ヒラオカ　カズヤ マックス
シラト　タクヤ トラットリア バール ルーチェ アズマ　トシユキ トラットリア バール ルーチェ

イマガワ　トシヒコ インテンション ヨシオカ　サトシ インテンション
クマガイ　マサヒコ ジャロウ リョウケン　ダイスケ ジャロウ
ハヤカワ　シンイチ ダーツヤ ブル カミゴウチ　キヨシ ダーツヤ ブル
ヤマサキ　ヒロキ インテンション ハラダ　チカフミ インテンション
ヨコヤマ　シンジ ロデオガレージ ホソダ　ユキコ ロデオガレージ

カワモト　ユウイチ ブラスト シブヤ　タケシ マックス
カタオカ　タツマ ジャック　クラブ ヤマサキ　ススム ジャック　クラブ
ノダ　シュウヘイ バンビーノ タケダ　ナオヤ バンビーノ
ヒロセ　シュウジ ハート フジワラ　アキヒロ ハート

タカウエ　ケイスケ チックパイプ イマイ　カズノリ チックパイプ
リュウミ　ヨシアキ マックス クラハマ　ケンスケ マックス
シマヅエ　カズヒサ トレンディー マツモト　ヒサシ トレンディー

コガマ　タカコ トランス ワタナベ　シンジ バランス
ソガベ　ショウタ クラック カサイ　ケンタロウ クラック

ナリタ　リナ ウルトラス ヤマサキ　ジュンコ ウルトラス
ヤマダ　アキラ マックス シミズ　ヨウスケ マックス

マルヤマ　トモキ トレンディー モリワケ　ヒロシ トレンディー
キヅ　マサル ルイードタバーン ミヤモト　ヒロミツ ルイードタバーン

ハマダ　タカノリ バンビーノ ニシオカ　レナ バンビーノ
カワモト　タクト アライズ ワキヤシキ　ケンタロウ アライズ
カドナガ　ケンジ ダーツヤ ブル ヤナギダ　ダイスケ ダーツヤ ブル
ウチノミヤ　ユミコ ジャック　クラブ タカモリ　サダヨシ ジャック　クラブ
フクハラ　ユウト サイアミーズ ドウドウ　ユウスケ サイアミーズ
ムラカミ　ユイナ トレンディー タルミ　アカネ トレンディー
マルオ　ヤスヒロ ブラスト ハヤシ　トモヒロ ブラスト
コガワ　サトシ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ
オダ　マコト スリーズ　ハウス アリミツ　シュウイチ スリーズ　ハウス

コヤ　タカヤス インテンション コウノ　ノブヒロ リトルクラウド
ニイハラ　ナオキ 18バン タナカ　ニコル 18バン
ミヤヒラ　ジュン ダーツヤ ブル ナカハラ　コウイチ ダーツヤ ブル
タクミ　トモヤ フィッツ タケバヤシ　オサム フィッツ
ユラ　タカヨシ ホワイトマーブル ミキヤマ　ヒデノブ ホワイトマーブル

タカヤマ　シュウジ ダーツヤ ブル タカツ　ユウタ ダーツヤ ブル
ササキ　タケミツ アライズ オカザキ　サトミ アライズ
タカキ　ユウスケ リトルクラウド タカハシ　ユウヤ リトルクラウド
ヒラオカ　ダイスケ バケラッタ イシモト　タカシ バケラッタ
ミヤモト　ショウジ プティー タニグチ　ノゾム プティー

ダイコウ　リョウヘイ トランス マツザキ　モモコ トランス
サラガイ　ユウヤ ハート シオミ　ケイジュ ハート

ササキ　ショウヘイ アライズ シミズ　ミナミ アライズ
オオモト　トシキ トレンディー ナカガワ　サチエ トレンディー

イケダ　リュウノスケ アライズ シバタ　ショウ アライズ
コウノ　ユウタ タック ミゾグチ　トオル タック

オキドイ　タケシ ブラスト コヒラ　タイチロウ スリーネクスト
カナザワ　シンヤ アライズ ミヤザキ　ユウキ アライズ
ミヤモト　ノリオ ホワイトマーブル ミヤハラ　マサル ホワイトマーブル
トキムラ　コウシ ダーツヤ ブル ハットリ　テツヤ ダーツヤ ブル

ヒロサキ　カズシゲ ジン カナタニ　マサヒロ ジン
ミズタ　コウイチ ココナ オカダ　メグミ ココナ

マツダ　ダイ インテンション フジサカ　シュウイチ インテンション
ミツイ　ヒデオ マックス　ヒロシマエキマエテン シロノウチ　タカシ マックス　ヒロシマエキマエテン
ハヤシ　コウタ マックス　ヒロシマエキマエテン ヨシムラ　リョウスケ マックス　ヒロシマエキマエテン

ナカマエ　マナブ カラー ムカイ　シュウ カラー
ニゴタ　ヒロユキ ブラスト ビトウ　トモヒサ アライズ
ノダ　カヅヒロ ピットブル クリオ　ミナミ ピットブル
ノダ　アイノ ハート ノダ　レイア ハート

タカムラ　ユウジ ピットブル オオオカ　ケンジ ピットブル
コガ　カツヤ アンバランス トクダ　アキヒロ アンバランス

キムラ　アキトモ マックス　ヒロシマエキマエテン ヤマダ　アイミ マックス　ヒロシマエキマエテン
アベ　ミツアキ 18バン クヨシ　アキノリ 18バン

ヨシダ　コウイチ ブラスト ササキ　ユウタ ブラスト
ハットリ　ヤスシ ブラスト トミハラ　ヒロキ マックス
ホリ　シンイチ プティー ナカサワ　ケイタ プティー

サイジョウ　トモヒト ブラスト タオダ　ヒロミ ブラスト
ソダ　ユウタ マックス　ヒロシマエキマエテン マルコ　タカシ マックス　ヒロシマエキマエテン

マツヤマ　ケイイチ サイアミーズ マツヤマ　ユミ サイアミーズ
ササキ　タエコ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト

クワハラ　ミツノブ カーベル イナダ　ソウマ カーベル
ハセガワ　トモヒロ コミックバスター　イワクニテン カワバタ　ショウタ コミックバスター　イワクニテン
イケウチ　タカヨシ ダーツヤ ブル オカダ　エイジ ダーツヤ ブル
シライシ　テツオ ブラスト オオニシ　ウツキ ブラスト
オキタ　ケイジ マックス ミズタニ　サオリ ハート
ナカノ　ユウジ スリーズ　ハウス ワタベ　タケシ スリーズ　ハウス

フジタ　ケイスケ ジャロウ フジタ　ナルミ ジャロウ
カメイ　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
マツダ　シュン スリーズ　ハウス オオエ　コウキ スリーズ　ハウス

キノウ　ヒサアキ ブラスト ミツダ　ヨシヒロ ブラスト
イシトビ　ケンイチ マックス　ヒロシマエキマエテン ドイ　ヒロアキ マックス　ヒロシマエキマエテン
スズキ　タカツグ クレバー サカモト　ツネユキ クレバー

カワカミ　ヤスユキ スリーズ　ハウス オオツカ　リョウ スリーズ　ハウス
フルキ　シホ カラー ヤマダ　コウスケ カラー
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名前 ロケーション 名前 ロケーション

イシカワ　ヒロシ ブラスト ササキ　アキラ ブラスト
モリシタ　ヒデヒロ ジャロウ ニシタニ　アユミ ジャロウ
シモタカ　カズナリ アンバランス オクダ　タイヘイ アンバランス
タケウチ　セント バケラッタ キシノ　ナオユキ バケラッタ
ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン ショウハタ　サキ ルイードタバーン
ヒガキ　ヨウコ マックス コウノ　アキコ マックス
タナカ　シンヤ ジャロウ ナカガワ　トモミ ジャロウ
ワキサカ　エリ プティー ホンダ　アイリ プティー

イチカワ　ヒロナガ バケラッタ ハセガワ　ホクト バケラッタ
ササキ　ダイシ ハート ヤマベ　ユウキ ハート

ハシモト　コウイチ ピットブル ゴトウ　ミサキ ピットブル
スギバヤシ　ナオキ ルイードタバーン フジイ　ヒロトシ ルイードタバーン

コウノ　ジロウ 18バン カジカワ　ノゾミ 18バン
ツチヤマ　タカヒト マックス タナカ　マサヒロ マックス

フカイ　ミキ インテンション イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン
フカイ　ミチヨ ダーツヤ ブル ワキカワ　シホ ダーツヤ ブル

ヤマウチ　リョウ 18バン オガワ　ハルカ 18バン
イマダ　タダシ タック カンダラ　マサユキ タック

アンダチ　メグミ バケラッタ ヤマネ　ハルカ バケラッタ
キシダ　シホ タック マキノ　ユウジ タック

ヨシオカ　ヒロキ ホワイトマーブル ノト　ユウイチロウ ホワイトマーブル
イシザキ　アイ 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
ミズグチ　タク バンビーノ オダ　ケイスケ バンビーノ

スナハラ　キヨシ チックパイプ サトウアヤノ チックパイプ
タツヤマ　アキヒコ リトルクラウド タカハシ　タツヤ リトルクラウド
キヨフジ　ヒデアキ ルイードタバーン ヤマナカ　ミク ルイードタバーン
オオウエ　シンキ トランス ナカヤマ　ヒロタカ トランス
コイズミ　タツヤ 18バン ミキ　ツバサ 18バン

モリキ　ミホ ハート オザカ　シンヤ ハート
ヤマサキ　シンヤ スリーネクスト タケベ　アミ スリーネクスト
クサカベ　マサシ ルイードタバーン コダテ　ヤスヒロ ルイードタバーン
マツモト　タクマ バンビーノ サダトウ　アキヒロ バンビーノ

アキタ　ジュンイチ 18バン イケ　タクロウ 18バン
ヤマダ　ユウタ ブラスト オノ　ツヨシ ブラスト
ニシノ　シンヤ アンバランス マツモト　シュン アンバランス

アナカゼ　サオリ インテンション フナダ　ヤスエ ハート
イシイ　マイミ バランス オカノ　カナ バランス

ワタナベ　ユウイチ ルイードタバーン ツナサキ　アイ ルイードタバーン
フジモト　テツヒロ プティー クニヤス　ユイ プティー
ヒラオカ　ヤスヒロ カーベル エスミ　カズヤ カーベル
ヤマモト　ユウジ リトルクラウド クリス　ユキ リトルクラウド

タハラ　マイ ダーツヤ ブル オカムラ　マコト ダーツヤ ブル
アズマ　チエ カーベル アリタ　コウキ カーベル

イマホリ　ユウキ タック マキノ　ショウト タック
キハラ　ユカ トレンディー フジワラ　ユウキ トレンディー
オダ　コウキ カーベル ヨシカ　マサヤ カーベル

ヤマサキ　アヤノ ジャロウ リョウケン　ハルナ ジャロウ
カズモ　トシユキ カーベル オオサキ　シンタロウ カーベル
ヒロセ　ナオキ ルイードタバーン ナカシオ　イヨ ルイードタバーン
ホリベ　サヤカ ピットブル タニサカ　ユウキ ピットブル

イシカワ　ユウタ ロデオガレージ クラモト　ユタカ ロデオガレージ
ヤマオカ　トミマル 18バン トミナガ　ルネ 18バン
アオイ　イチロウ ダーツヤ ブル タグチ　トモアキ ダーツヤ ブル

マツシタ　ショウジ タック ナカウエ　ヨウヘイ タック
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
シキジ　マコト アライズ カワサキ　シンタロウ アライズ

ヒサタニ　カナエ タック ヒラノ　ヒロマサ マックス　ヒロシマエキマエテン
アリカワ　ジュンヤ コミックバスター　イワクニテン タチエダ　ナオキ コミックバスター　イワクニテン
ワキモト　ヒロシ フィッツ キド　ツバサ フィッツ
ナカモト　ケンタ タック イノウエ　ユウキ タック
オサカ　リョウジ ハート ナカムラ　ハジメ ハート
キモト　ユウキ タック キモト　シホ タック
マツダ　ヒデオ ジャック　クラブ イノウエ　コウスケ ジャック　クラブ

ナリマツ　アキラ インテンション シラタ　マナミ インテンション
ナガハラ　コウセイ 18バン シナガワ　リホ 18バン

ホンダ　ナオキ バンビーノ ヒガ　マイコン バンビーノ
ヨシダ　ケンタロウ リトルクラウド イケダ　カズミ リトルクラウド
コバヤシ　ハヤト マックス タチグサ　サヤカ マックス

イノ　オサム タック イワタ　ノリヒコ タック
ヒラヤマ　カズヤ バンビーノ ハラダ　ミワ バンビーノ
モツモト　ヒロカズ カーベル ホッタ　ケイスケ カーベル

センバ　エイゴ ルイードタバーン モリタ　ショウグン ルイードタバーン
マルヤマ　エリ タック ナダオカ　ナオエ タック
モリタ　ロウ ダーツヤ ブル モリタ　カナ ダーツヤ ブル

キリモト　ヨリタダ カーベル イワサキ　ヒロアキ カーベル
ワダ　ヨシカズ クレバー オオタニ　ショウヘイ クレバー

サイトウ　ユウキ マックス クボ　ユウヤ マックス
ヤマモト　ユウヘイ タック タノウエ　タカヒロ タック
キハラ　ヨシタカ ルイードタバーン カメオカ　シオリ ルイードタバーン

スガ　ダイキ ダーツヤ ブル ヒロモト　カイ ダーツヤ ブル
ワカバヤシ　ジュン 18バン ヒラマエ　マミ 18バン

タカギ　リカ タック ミゾグチ　アケミ タック
イマタニ　ノリオ トラットリア バール ルーチェ ナガタ　アヤカ トラットリア バール ルーチェ
ヤマサキ　リョウ タック ヨシモト　シンノスケ タック
ノダ　シュチカ スリーズ　ハウス アリミツ　トモコ スリーズ　ハウス

テラオカ　ヤスシ ブラスト ササキ　イサオ ブラスト
ヨコヤマ　ヒロキ ピットブル アカダ　シンゴ ピットブル

ナカバヤシ　ケント タック タケトウ　チヒロ タック
モリヤマ　タクオ スリーネクスト タオ　タマミ スリーネクスト

オオサコ　ナオヒロ カーベル ワタリ　ジュンイチロウ カーベル
イワモト　ショウマ リトルクラウド クボ　カオリ リトルクラウド

サノ　ショウタ クレバー サノ　ユキミ クレバー
クワハラ　エリ カーベル クワハラ　リナ カーベル
カネフジ　マユ インテンション トウゲ　ユイコ インテンション
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