
2016 ピースカップ エントリーリスト
名前 ロケーション 名前 ロケーション

ヤマグチ　ゲンキ ダーツヤ ブル イケウチ　タカヨシ ダーツヤ ブル
ナカハラ　コウイチ ダーツヤ ブル タグチ　トモアキ ダーツヤ ブル

シラネ　ノリヨシ ダーツヤ ブル オカムラ　マコト ダーツヤ ブル
ヤナギダ　ケイスケ ダーツヤ ブル ハマモト　シンゴ ダーツヤ ブル
ハヤカワ　シンイチ ダーツヤ ブル オダ　ユウイチ ダーツヤ ブル

オカダ　エイジ ダーツヤ ブル タハラ　マイ ダーツヤ ブル
トキムラ　コウシ 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 ハットリ　テツヤ ダーツヤ ブル
フクダ　シンヤ ダーツヤ ブル タカヤマ　シュウジ ダーツヤ ブル

ヤマカワ　ヒロユキ ボス イシヤマ　ジュン ボス
タナカ　シュウジ スポルト マツダ　タツヤ スポルト
タナハシ　ユウタ レッドボックス サギオカ　アツコ レッドボックス
モトクニ　トモキ バスタブジン イハラ　エイイチ バスタブジン
ゴトウ　ナオキ サード アツタ　カイム サード
クリス　コウジ トランス トミナガ　ルネ トランス

ダイコウ　リョウヘイ トランス マツザキ　モモコ トランス
オオウエ　シンキ トランス クリス　ユウスケ トランス
アオキ　タカヒロ トランス タシロ　ゴウ トランス
フジイ　ユウキ ルイードタバーン ミヤガワ　タカユキ ルイードタバーン
センバ　エイゴ ルイードタバーン スギバヤシ　ナオキ ルイードタバーン

クサカベ　マサシ ルイードタバーン オウギタニ　マイ ルイードタバーン
アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン スヤマ　ヒロアキ ルイードタバーン
キハラ　ヨシタカ ルイードタバーン オオシタ　セイナ ルイードタバーン

モリタ　ショウグン ルイードタバーン カナデ　シンイチ ルイードタバーン
ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン
ツナサキ　アイ ルイードタバーン ムカイ　アズサ ルイードタバーン

マキツボ　ヨシトキ ルイードタバーン シンカイ　ユタカ ルイードタバーン
スギ　ヨウイチロウ ルイードタバーン イゲタ　ナオヤ ルイードタバーン

フカイ　ミキ ルイードタバーン キタタニ　ユウコ ルイードタバーン
カワモト　タカヒロ ルイードタバーン カワモト　コウジ ルイードタバーン
ニシムラ　ユウキ ルイードタバーン コダマ　コウタ ルイードタバーン
ヒロセ　ナオキ ルイードタバーン オノデラ　タケシ ルイードタバーン
タサカ　ワタル ルイードタバーン モリスエ　ケイイチ ルイードタバーン
タムラ　アヤカ ティトヒロシマ コウグチ　シンイチ ティトヒロシマ
ヤマダ　ユウタ ティトヒロシマ カワハラ　ミヨ ティトヒロシマ
ハラダ　チカフミ インテンション シミズ　トシオ 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

マツダ　ダイ インテンション シラタ　マナミ インテンション
ヒラタ　シンイチ インテンション ヤマシタ　ショウコ インテンション

フジサカ　シュウイチ インテンション カネフジ　マユ インテンション
ヤブキ　コウジ インテンション マツモト　ユウスケ インテンション
シミズ　ヨシキ インテンション ナカノ　キョウヘイ インテンション
ヨシダ　シズカ インテンション ナカスミ　タカノリ インテンション

イソカワ　タカユキ インテンション コバヤカワ　ケンタ インテンション
モンゼ　ケンタロウ インテンション ナカノ　ユウキ インテンション
ナリマツ　アキラ インテンション コヤ　タカヤス インテンション
カメイ　ヨシヒロ インテンション ミナミ　ヨウスケ インテンション
ワキモト　ヒロシ インテンション キド　ツバサ インテンション

アベ　アキラ インテンション フルカワ　アキ インテンション
イハラ　タカユキ ファンタジスタ ノハラ　ノゾミ ファンタジスタ
カワハラ　ユウキ ファンタジスタ モリ　ミツキ ファンタジスタ
タケウチ　セント バケラッタ イシモト　タカシ バケラッタ

タケバヤシ　オサム バケラッタ アンダチ　メグミ バケラッタ
イシダ　ユキノリ バンビーノ ヒライシ　テツオ バンビーノ
ヒラヤマ　カズヤ バンビーノ ハラダ　ミワ バンビーノ
ノダ　シュウヘイ バンビーノ オカザキ　カツヤ バンビーノ
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



ホンダ　ナオキ バンビーノ ヒガ　マイコン バンビーノ
ニシオカ　レナ バンビーノ ナカガワ　ミヤ ウサギヤ
ウノ　トモヤス バンビーノ タマキ　カズキ バンビーノ

ヨシザキ　タツヤ ヤナイ　サンワボウル ニシムラ　ナナエ ヤナイ　サンワボウル
ムネノ　サトシ ヤナイ　サンワボウル ホンダ　リョウ ヤナイ　サンワボウル

フルカワ　ユウキ ロデオガレージ クラモト　ユタカ ロデオガレージ
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

コミヤ　サキ ロデオガレージ タルミ　アカネ ロデオガレージ
カノコザワ　マコト ナゴヤカフェ　ココロヒトツ イワタ　ユウキ ナゴヤカフェ　ココロヒトツ
ハセガワ　キハチ ビクトリア フジワラ　ヒロキ ビクトリア

タケダ　マサト ブレイクスルー ナカタ　ユミ ブレイクスルー
スガ　オキナリ バランス ワカバヤシ　ジュン 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
ワタナベ　ヨウジ インセンス マツモト　ガクジ インセンス
ミセ　ショウヘイ インセンス ミラカミ　ショウ インセンス
タナカ　アツシ ダブルゼロ マツモト　マコト ダブルゼロ
フジキ　ヒロシ ビーアライブ カネシマ　アカリ ビーアライブ

ニシムラ　スグル ビーアライブ ハマダ　リョウ ビーアライブ
スナハラ　キヨシ ビーアライブ フクダ　ユミ ビーアライブ
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
モリワケ　ヒロシ ポンテ マルヤマ　トモキ ポンテ
ツクダ　ダイキ ポンテ イムラ　マサシ ポンテ

マツオカ　アキナ ポンテ カジ　ハルカ ポンテ
タカハシ　ユカ ログログ イトウ　ナオコ ログログ
トラオ　カズヨシ ログログ イノウエ　ミツアキ ログログ
ナカヤ　ヨシヒト ログログ ハラ　ヒロヨシ ログログ
トダ　リョウヘイ ログログ ハラダ　ミキ ログログ

チョウソカベ　キョウヘイ ログログ ナカノ　クルミ ログログ
カツベ　タクヤ カラー マツフジ　ヒデト カラー

コバヤシ　セイヤ カラー ムカイ　シュウ カラー
ギョウブ　アヤノ カラー フルキ　シホ カラー
コダマ　ユウダイ カラー タカハシ　レイヤ カラー
フルカワ　ミチナリ カラー オオガ　ケンイチ カラー
ヒキタニ　マサヤ カラー ヤマサキ　ススム カラー
ツガワ　ヨシノリ カラー スミヒサ　リョウタ カラー

クニマサ　コウダイ ターゲット ムラカミ　トモヤ ターゲット
ハラ　アキヒト リトル　クラウド ナカムラ　ヒカル 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 タナカ　ハナ リトル　クラウド

ヤマザキ　ユウダイ リトル　クラウド イズ　アヤカ リトル　クラウド
ミヨシ　マサカズ リトル　クラウド イワモト　ショウマ リトル　クラウド
シタクボ　ツカサ リトル　クラウド クボ　カオリ リトル　クラウド
タカハシ　ユウヤ リトル　クラウド ダイカイ　ショウキ リトル　クラウド

マツオ　サキ リトル　クラウド タニヤマ　シンジ リトル　クラウド
ヒラオカ　カズヤ マックス ヨドゴウチ　サトル マックス
タチノ　エイジ マックス コウノ　アキコ マックス

クマサキ　リョウスケ マックス ダンジョウ　リョウタ マックス
トミハラ　ヒロキ マックス マクラ　コウヘイ マックス
オキタ　ケイジ マックス ミズタニ　サオリ スリーズハウス

カワバタ　テツヤ マックス フカダ　トモヒコ マックス
フジイ　タカヒロ ブラスト タオダ　ヒロミ ブラスト
モリ　シュウジ ブラスト ヤシマ　タカヒロ ブラスト
ササキ　アキラ ブラスト ハシモト　ダイスケ ブラスト
イシカワ　ヒロシ ブラスト フジカワ　チナツ ブラスト

シギ　アキラ ブラスト ウタカ　シン ブラスト
クロサワ　タカシ ブラスト ヤノ　カツマサ ブラスト
ハットリ　ヤスシ ブラスト ノウミ　ワタル ブラスト
エガワ　エリカ ブラスト シロキ　チサ ブラスト

キノウ　ヒサアキ ブラスト ホンダ　シュウイチ 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
タナカ　ヨシナオ ブラスト オオモト　ヒトシ ブラスト
マルカワ　タケシ ブラスト ササキ　イサオ ブラスト
テラオカ　タケシ ブラスト テラモト　サキコ ブラスト

ヤマサキ　ケイスケ アライズ フジキ　ショウゴ アライズ
セオ　トモヒロ アライズ エダヒロ　ユウキ アライズ

イノクチ　ヒロユキ アライズ マツシゲ　イツオ アライズ
ビトウ　トモヒサ アライズ モリ　サナエ アライズ

ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ オカザキ　サトミ アライズ
カナザワ　シンヤ アライズ ミヤザキ　ユウキ アライズ
ヨシダ　タカトシ アライズ コガワ　サトシ アライズ

ヤソシマ　マサヤ アライズ ヒラマツ　ユズル アライズ
マスダ　マサナリ アライズ ササキ　ミオ アライズ
マツダ　シュン スリーズハウス スミカワ　タケル スリーズハウス

フクハラ　ユウヤ スリーズハウス ヒラオカ　ヒロヒサ スリーズハウス
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
サコダ　カズマ スリーズハウス イワタ　ユウスケ スリーズハウス

カワカミ　ヤスユキ スリーズハウス カドモト　アユム スリーズハウス
フジナカ　リョウ スリーズハウス ニカモト　ユウヘイ スリーズハウス
オオツカ　リョウ スリーズハウス フジイ　ユウダイ スリーズハウス
オオタ　ユウキ スリーズハウス ソノダ　カツミ スリーズハウス
オオエ　コウキ スリーズハウス ノダ　シュチカ スリーズハウス

シモタカ　カズナリ アンバランス コガ　カツヤ アンバランス
クワバラ　キヨフミ アンバランス オクダ　タイヘイ アンバランス
マツモト　ヒサシ トレンディ タカハシ　マコト トレンディ
マツノ　マサト トレンディ オガワ　シンジ トレンディ

スズカワ　メグミ トレンディ スズカワ　ヨウコ トレンディ
タカハシ　カツノリ トレンディ オオモト　トシキ トレンディ

フジオカ　シン トレンディ ミヤケ　ユウキ トレンディ
アオキ　ユウタロウ トレンディ フジタ　ヨシノリ トレンディ
ナカガワ　サチエ トレンディ アサダ　ユイ トレンディ

タナカ　ヒロシ トレンディ ヤスイ　ナリユク トレンディ
ホリ　シゲアキ ジュウハチバン シナガワ　リホ ジュウハチバン
アベ　ミツアキ ジュウハチバン カワイ　トモキ ティトヒロシマ
イナミ　ヒデキ ジュウハチバン ホッタ　アオイ ジュウハチバン
ニッタ　トモヤ ジュウハチバン モリヤマ　ヒロシ ジュウハチバン

ヒロサキ　カズシゲ ジン イワノ　ヒロシ ジン
オウワ　テツマサ ジン マツモト　タケアキ ジン
ナカイ　ユウキ ジン シブヤ　マサヒロ ジン

カナタニ　マサヒロ ジン ドイ　タミコ ジン
タマル　リョウケン ジン ササネ　シンスケ ジン

ホリ　シンイチ プティー ババ　ユウキ プティー
ミヤモト　ショウジ プティー タニグチ　ノゾム ハート
シオミ　ケイジュ ハート クニヤス　ユイ プティー
ワキサカ　エリ プティー フジモト　テツヒロ プティー

ヒロセ　シュウジ ハート ヤマグチ　ミカ ハート
モリキ　ミツシ ハート モリキ　ミホ ハート
ミズモト　ヒサト ハート ササキ　アツシ ハート

ノダ　アイノ ハート フジハラ　アキヒロ ハート
ヤマサキ　ヒロアキ マックス　ヒロシマエキマエテン マナベ　ヒデヤ 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 イシザキ　アイ マックス　ヒロシマエキマエテン
フジモト　ケンジ マックス　ヒロシマエキマエテン ネモト　カズミ マックス　ヒロシマエキマエテン
マツナガ　トモコ マックス　ヒロシマエキマエテン マツナガ　ノリコ マックス　ヒロシマエキマエテン
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

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
タニカワ　クンソウ 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
ヒラオカ　ヒデアキ タック ヒサタニ　カナエ タック
ニシハラ　ユウダイ タック キムラ　フウヤ タック

カガワ　ホクト タック ユキモト　ユウヤ タック



コガマ　ヒロコ タック ノザキ　モエカ タック
ミカサ　ユウダイ タック イシハラ　カナ タック

ナカウエ　ヨウヘイ タック イノウエ　ユウキ タック
ハマナカ　サトル タック ナカモト　ケンタ タック
ヒロナカ　ナツミ タック ミゾグチ　トオル タック
マキノ　ユウジ タック タノウエ　タカヒロ タック
キモト　ユウキ タック キモト　シホ タック
ヒラノ　ヒロマサ タック イケダ　カズミ タック
イマダ　タダシ タック オカダ　セイジ タック
コウノ　ユウタ タック オオサワ　コウヘイ タック
ドド　ヨシオ タック ミキ　ツバサ タック
イノ　オサム タック フクダ　ミノル タック

ヤマサキ　シンヤ スリーネクスト タオ　タマミ スリーネクスト
モリヤマ　タクオ スリーネクスト ハシモト　アイ スリーネクスト

クマガイ　マサヒコ ジャロウ モクウチ　シンジ ジャロウ
タハラ　モトユキ ジャロウ モリシタ　ヒデヒロ ジャロウ

オカザキ　ダイスケ ジャロウ ホリノ　ハジメ ジャロウ
ナカガワ　トモミ ジャロウ カフク　ミキ ジャロウ
タナカ　シンヤ ジャロウ エガワ　コウタロウ ジャロウ

タカヤマ　シンヤ シロイヤカタ シマオカ　ヒロキ シロイヤカタ


