
ピースカップ2017　フライト別リスト

名前 ロケーション 名前 ロケーション

ヤマジ　アキラ バランス マエダ　ユウマ バランス
タカハシ　マサヤ シーバス オガタ　シュン シーバス

タケダ　マコト サルーン カミダ　ユウスケ サルーン
マスダ　ダイスケ マックス　フクヤマ スガナミ　リョウタ マックス　フクヤマ
アイゾノ　ヒデキ アライズ ビトウ　トモヒサ アライズ

ウツノミヤ　コウキ ファンタジスタ トモヒロ　ユウキ ファンタジスタ
ハマダ　タカノリ バンビーノ イマイ　ケンジ バンビーノ
スガ　オキナリ バランス スガ　ヒロミ バランス
カスヤ　ヒロシ ブラスト ハマダ　ユウイチ ブラスト
ミヤモト　ノリオ バー デスペラード タナベ　ユウゾウ バー デスペラード
オオタ　ユウヤ アローズ ムラカミ　トモヤ アローズ

マサモリ　リョウジ スリーネクスト ミカミ　ソノカ スリーネクスト
ヤマザキ　ケイスケ アライズ フジキ　ショウゴ アライズ

イガワ　フトシ ターゲット サクタ　カズヒロ ターゲット
フジイ　ヨウスケ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト
タケコシ　カズト トレンディ ワタベ　タケシ スリーズハウス

イノウエ　シンタロウ ブラスト フジイ　タカヒロ ブラスト
ハラダ　ヨシマサ エスディーピー フジカワ　ショウジ エスディーピー
シオミ　ケイジュ プティ ワキサカ　エリ プティ
タムラ　イッセイ 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
ウエノ　マサカズ ターゲット ウエノ　アヤカ ターゲット
スミカワ　タケル トレンディ マツダ　シュン スリーズハウス
キタガワ　トモヤ ダルマヤ　カフェ シバタ　ユウヤ ダルマヤ　カフェ
オウワ　テツマサ ノヴァ ナカイ　ユウキ ノヴァ

モリ　セイヤ 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
ミタ　コウジ エスディーピー ハマムラ　リョウヘイ エスディーピー

スヤマ　ヒロアキ ルイードタバーン ヒロセ　シュウジ ハート
ミズグチ　アツキ アライズ マスダ　マサナリ アライズ
ヒロナカ　ナツミ タック マキノ　ユウジ タック

シマノウチ　ユウキ マックス　ヒロシマエキマエテン ヤマシタ　シンタロウ マックス　ヒロシマエキマエテン
モリタ　ジュン ダーツヤ　ブル フクダ　シンヤ ダーツヤ　ブル
マツノ　マサト トレンディ オガワ　シンジ ルイードタバーン

ヤスダ　ケイスケ ハート モリキ　ミホ ハート
ツクモ　コウタ ダーツダイガク ヤマモト　ヒトミ ダーツダイガク
オキタ　ケイジ マックス ヤブチ　カズオ マックス

タカハシ　カツノリ トレンディ ホリ　シゲアキ トレンディ
フジイ　サキコ プティ ヒヤマ　ユウスケ スリーズハウス
サド　アキヒデ マックス シモムラ　ジュンイチ マックス

モリシタ　ヒデヒロ ジャロウ タハラ　モトユキ ジャロウ
ヤマグチ　ユリコ ブラスト タオダ　ヒロミ ブラスト
オカモト　ヒロミツ スリーズハウス ヨネミツ　トシヒロ スリーズハウス

コダマ　コウタ ルイードタバーン ニシムラ　ユウキ ルイードタバーン
サトウ　ナオキ ブラスト エガワ　エリカ ブラスト
カネコ　ユウタ エスディーピー ワタベ　カツフミ エスディーピー

ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ カワカミ　マサユキ ロデオガレージ
フカイ　エイゴ インテンション コバヤシ　シュウイチ インテンション

ドウゾノ　ジュナ ルイードタバーン アラカワ　リキ ハート
ササキ　ダイシ ブラスト シギ　アキラ ブラスト
イノウエ　タイガ マックス　フクヤマ タムラ　タクミ マックス　フクヤマ
フジマリ　カズキ ウルトラス ムラカミ　リョウ ウルトラス

シマヅエ　カズヒサ トレンディ オオウエ　シンキ トレンディ
ムトウ　リョウジ ファンタジスタ モリ　ミツキ ファンタジスタ

ハマザキ　ダイキ ブラスト カネコ　チサ ブラスト
ヨシチ　ツネアキ ゼニス タドコロ　セイシ ゼニス
ヒラオカ　カズヤ マックス ムラカミ　エイコ マックス

カワカミ　ヤスユキ スリーズハウス ナカノ　ユウジ スリーズハウス
タニグチ　ノゾム ハート ハットリ　ヤスシ ブラスト
カワモト　タクト アライズ トヨフク　ヒサヤ アライズ

ヤマサキ　ヒロアキ マックス イマダ　カズノリ マックス
カメイ　アキノリ ノヴァ オキタ　ノボル ノヴァ
アサクラ　ナミ マックス　ヒロシマエキマエテン ヤブキ　コウジ マックス　ヒロシマエキマエテン
コウノ　カズヤ アライズ マツオ　サキ アライズ

クリス　ユウスケ トランス ナカヤマ　ヒロタカ トランス
オカダ　サトシ クラブ　クラップ ナカイ　コウタ クラブ　クラップ

フジモト　ケンジ ケーアンドケー マツナガ　トモコ ケーアンドケー
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

フクモト　カツユキ タック キヨイ　ヒロシ タック
ハラ　カズヒロ トレンディ イシカワ　マナミ トレンディ
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イシダ　ユキノり バンビーノ オオニシ　ウツキ バンビーノ
ヤマサキ　ススム カラー ヒガ　タイチ カラー
ミズモト　ヒサト ハート サカイ　タカヒロ ハート

アマモト　ミチアキ トレンディ シブカワ　ジュリ トレンディ
タナカ　ヨシナオ ブラスト トヨアキ　マイ ブラスト
カネコ　イオリ トランス イワモト　リョウマ トランス

ナカムラ　タカユキ タック ノミヤマ　ユウイチ タック
マルヤマ　トモキ ポンテ モリワケ　ヒロシ ポンテ
アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン タサカ　ワタル ルイードタバーン

ナカタ　ユウ アライズ オカザキ　サトミ アライズ
オカザキ　ダイスケ ジャロウ ワキウラ　タツヤ ジャロウ

ササキ　ミカ インテンション ヤマシタ　ショウコ インテンション
ウツミ　ヨシキ サルーン マツモト　キラ ファンタジスタ

ヨシムラ　リョウスケ スリーズハウス ニカモト　ユウヘイ スリーズハウス
ミヤモト　ショウジ プティ ゴトウ　ヒロキ プティ
オカザキ　カツヤ バンビーノ ヒライシ　テツオ バンビーノ
コバラ　トモナリ スリーネクスト フジワラ　シンジ スリーネクスト
タナカ　シンヤ ジャロウ ワタナベ　ケン ジャロウ
ヨシダ　タヵトシ アライズ コガワ　サトシ アライズ

キクオカ　マサアキ カフェバー テラット イクタ　マサシ カフェバー テラット
ミヤモト　ユキ ルイードタバーン モリタ　ショウグン ルイードタバーン

オオタガキ　リュウ バンビーノ ヒラヤマ　ナオユキ バンビーノ
ナカガワ　トモミ ジャロウ カフク　ミキ ジャロウ
オチ　ユウヤ スポルト ニシヒラ　ユウコ スポルト

ヨコヤマ　シンジ ロデオガレージ ナリタ　タスク ロデオガレージ
ウキツ　コウブン マックス デグチ　ジュンジ マックス
オオタガキ　ヨウ バンビーノ ヤツカワ　タク バンビーノ
タケウチ　セント バケラッタ イチカワ　ヒロナガ バケラッタ
ヒラタ　シンイチ インテンション カネフジ　マユ インテンション
ハセガワ　トモ マックス ヤマネ　ハルカ マックス

ヤマウチ　リョウ タック トリイ　ヒロヤス タック
オオツボ　カズオ シロイヤカタ ムラカミ　ユウキ シロイヤカタ
ニゴタ　ヒロユキ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ
ハラ　ヒロヨシ ログログ トダ　リョウヘイ ログログ
ササキ　ハジメ アインス メンデン　マサヒロ アインス
コガマ　ヒロコ タック イノウエ　リョウ タック

ナカハラ　コウイチ ダーツヤ　ブル モリタ　ロウ ダーツヤ　ブル
カナザワ　シンヤ アライズ ミヤザキ　ユウキ アライズ
フナバシマサヒト ルナ・クレセント コウシマ　ユウジ ルナ・クレセント
ハラ　アキヒト ドン　ドン ナカムラ　ヒカル ドン　ドン
アキタ　ジュン タック クヨシ　アキノリ タック
オカダ　エイジ ダーツヤ　ブル ヤナギダ　マイ ダーツヤ　ブル

シンドウ　マサキ アライズ タケナワ　タカヨ アライズ
セザキ　ダイスケ バンビーノ ハラダ　ミワ バンビーノ
ヤマダ　ユウタ ルイードタバーン ハヤシ　ユリ ルイードタバーン

イノウエ　ユウキ タック ハマナカ　サトル タック
オキナイ　ユウキ ブラスト タムラ　リク ブラスト
ヨシムラ　ミチモリ ソウルズ キョウト サワイ　ツトム ソウルズ キョウト

ニシオカ　レナ バンビーノ ヤスナリ　フミアキ バンビーノ
フルカワ　ユウキ ロデオガレージ ホソダ　ユキコ ロデオガレージ
タノウエ　タカヒロ タック ミゾグチ　トオル タック
キノウ　ヒサアキ ブラスト ササキ　アキラ ブラスト
アライ　ヒロキ ソウルズ キョウト スギノ　フシアキ ソウルズ キョウト

ヨシダ　コウイチ ブラスト クロサワ　タカシ ブラスト
ハスイケ　タクヤ カラー フジオカ　マサオ カラー

ニシハラ　ユウダイ タック オザキ　ショウ タック
フジタ　ヨシノリ トレンディ フジオカ　シン トレンディ
タガミ　サトシ バケラッタ アンダチ　メグミ バケラッタ

マエダ　ケンタロウ トレンディ イトウ　ヨシノリ トレンディ
タケウチ　ユウジ ブラスト ヤノ　カツマサ ブラスト

フジイ　タカヤ シーバス コンドウ　キョウスケ シーバス
ヤマモト　ユウジ ドン　ドン タカハシ　ユウヤ ドン　ドン
ナリマツ　アキラ インテンション ミツナガ　マサヒロ インテンション

コガ　カツヤ バーサブロウマル オクダ　タイヘイ ドン　ドン
スズカワ　メグミ トレンディ ナカガワ　サチエ トレンディ
セキヤ　センイチ マックス マツモト　アキラ マックス
カツベ　タクヤ カラー フジタ　エイイチ カラー

ハラダ　チカフミ インテンション ワキモト　ヒロシ インテンション
キタガキウチ　キョウヤ トレンディ ナカシマ　フミヤ トレンディ

ツチヤ　マサオ トランス タケシタ　アヤコ トランス
ウメサキ　タケシ サウスプレイス カワバタ　レイカ サウスプレイス
ミナミ　ノリユキ タック カツモト　ミズキ タック

シノダ　リュウサク ダーツカフェ ティト ヒロシマ スギタ　ナオト ダーツカフェ ティト ヒロシマ
シモダ　マサキ トレンディ コザ　ツヨシ トレンディ
アベ　ミツアキ タック タナカ　マサヒロ タック
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イタヤ　ケイスケ ゼニス ゴトウ　ミキヒロ ゼニス
マツモト　タケアキ ノヴァ ワキタ　ユカ ノヴァ
イノウエ　アルト ターゲット イノウエ　カオリ ターゲット

ナカオ　リョウヘイ エスディーピー イシダ　アイ エスディーピー
カラシタ　ケンタ ルイードタバーン マナベ　タカノリ ルイードタバーン

イケウチ　タカヨシ ダーツヤ　ブル ハットリ　テツヤ ダーツヤ　ブル
イワモト　アスナ ポンテ ハシモト　トモアキ ポンテ
ミカサ　ユウダイ タック イシハラ　カナ タック
ヒガ　マイコン ポンテ ヨシカ　マサヤ ポンテ

フクハラ　ユウヤ スリーズハウス ミズタニ　サオリ スリーズハウス
タケバヤシ　オサム インテンション オオギタニ　マイ ルイードタバーン

ヨシモト　ユウキ ハート ヤマグチ　ミカ ハート
クマガイ　マサヒコ ジャロウ エガワ　コウタロウ ジャロウ
フジナカ　リョウ スリーズハウス イワタ　コウスケ スリーズハウス
ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン キタタニ　ユウコ ルイードタバーン
イハラ　タカユキ ファンタジスタ マツモト　アイ ファンタジスタ

イズ　アヤカ ドン　ドン ヤマサキ　ユウダイ ドン　ドン
ヨネミツ　カナト ポンテ カミヤ　トモノリ ポンテ

シゲモリ　ダイスケ バーサブロウマル モリカワ　カズキ バーサブロウマル
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
マツザキ　モモコ トランス ニシダ　アスミ トランス

チェ　スヨン タック シモムラ　ヒロキ タック
キモト　ヒロヤス プティ フジモト　テツヒロ プティ
ナカヤ　ヨシヒト ログログ マツモト　カナメ ログログ
ツジノ　ノリカズ インテンション ミナミ　ヨウスケ インテンション
ミサワ　リョウタ シロイヤカタ クニモト　テルユキ シロイヤカタ
オカダ　セイジ タック イソベ　ミクリ タック
イナミ　ヒデキ エムズマーレ ホッタ　アオイ エムズマーレ

イマタニ　ノリオ ノヴァ ヤシキ　リエ ノヴァ
アオイ　イチロウ ダーツヤ　ブル モリタ　カナ ダーツヤ　ブル
ヤマモト　ケイタ シロイヤカタ カワカミ　ジュンイチ シロイヤカタ
ノウラ　アツシ タック ナカオ　アキラ タック

ヤマカワ　ヒロユキ ボス オクミズ　マミ ボス
フルイチ　トモヒロ アインス クセ　サヤカ アインス

キハラ　ユカ アライズ タルミ　アカネ アライズ
オオバ　シュウヘイ シロイヤカタ フクダ　ハヤト シロイヤカタ
ナカガワ　ユウスケ カラー ドウカン　ショウ カラー

タケダ　ナオヤ バンビーノ ヒラヤマ　カズヤ バンビーノ
カシハラ　ヒロトシ アインス カワハラ　トモコ アインス
ノト　ユウイチロウ バー デスペラード オオハラ　マサミチ バー デスペラード
アラキ　サトヒロ シロイヤカタ モリシタ　シュウジ シロイヤカタ

ナガハラ　コウセイ タック シナガワ　リホ タック
ナワテ　トモノリ バンビーノ マツウラ　エリカ バンビーノ
カリノ　シンイチ リトルクラウド カリノ　ヨシオ リトルクラウド

カタオカ　カツヒト ブラスト ササキ　イサオ ブラスト
タハラ　ヨシオ ジャロウ イトウ　ミサコ ジャロウ

トガワ　ショウタ バーサブロウマル クボタ　シンヤ バーサブロウマル
フクモト　ヨウヘイ ロデオガレージ シイノキ　サヤカ ロデオガレージ
ホンダ　ナオキ バンビーノ ウエモト　ケンタ バンビーノ
カメダ　ホマレ ドン　ドン コノミ　テツアキ ドン　ドン

フジモリ　ユキオ トレンディ マルガメ　ユウヘイ トレンディ
サカモト　コノミ バーサブロウマル ハマナカ　イッコウ バーサブロウマル

ヤナギサワ　ヨシヒロ ブラスト イナズ　リンタロウ ブラスト
センドウ　ナオキ トレンディ ババ　ユウセイ トレンディ
トヨシマ　ヒロキ バランス コバヤシ　ハヤト バランス
ササキ　フウカ ルイードタバーン トモダ　イツミ ルイードタバーン

フジワラ　ダイキ スリーネクスト タナベ　ケンタ スリーネクスト
シバタ　ショウ アライズ ホソマ　ヒロミ アライズ

ホソダ　アキヒロ トレンディ イシオカ　トシキ トレンディ
カワモト　シンゴ リアン イノカゲ　ユウキ リアン
キムラ　フウヤ タック ヒサタニ　カナエ タック

フジサカ　シュウイチ インテンション フジイ　タカヒロ インテンション
ヨコヤマ　ダイ バーサブロウマル ツジイ　リョウマ バーサブロウマル

ナンカク　マモル トレンディ ウエマツ　ヒデノリ トレンディ
ミヤモト　カズキ インテンション サカモト　リツオ インテンション

ミネ　リュウタロウ ノヴァ ナカムラ　カイキ ノヴァ
イノ　オサム タック フクダ　ミノル タック

キヨフジ　ヒデアキ トレンディ アキモト　マオ トレンディ
フカイ　ミキ インテンション フナダ　ヤスエ インテンション

ナカウエ　ヨウヘイ タック タカハシ　サトシ タック
モリヤマ　タクオ スリーネクスト アリタ　リョウ スリーネクスト
ツダ　リュウタ シーバス ニイ　マサトシ シーバス

シミズ　タカヒロ ルイードタバーン ザイモク　ナオト ルイードタバーン
カタオカ　ユウキ アヴァロン シマムラ　トシマサ アヴァロン

アサクラ　ケイセイ シーバス キモト　アミ シーバス
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ダイカイ　マサキ ドン　ドン タカハシ　カツヤ ドン　ドン
オノデラ　タケシ ルイードタバーン ヒロセ　ナオキ ルイードタバーン

ヒラオカ　ヒデアキ タック ナカモト　ケンタ タック
サダモリ　リョウマ リトルクラウド イチモト　ショウタ リトルクラウド
イシハラ　ヨシノブ ドン　ドン ミツイ　アキヒロ ドン　ドン

ミチドイ　マミ シーバス ヒガシ　ユウスケ シーバス
スギバヤシ　ナオキ ルイードタバーン ヨシムラ　マコト ルイードタバーン

コウノ　ユウタ タック イケ　タクロウ タック
フチガミ　カズマ ドン　ドン ヨシカワ　カオリ ドン　ドン

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
フジハラ　アキヒロ ハート ノダ　アイノ ハート
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
スミヒサ　リョウタ カラー ツカワ　ヨシノリ カラー
イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン オオシタ　セナ ルイードタバーン
ワタナベ　ヨウジ ログログ マツモト　ガクジ ログログ
イワナガ　ケンタ カラー マツフジ　ヒデト カラー

サブロウマル　ユウ バーサブロウマル アキヤマ　チナミ バーサブロウマル
フジイ　ユウキ ルイードタバーン ウチダ　マヤ ルイードタバーン

ワタナベ　カズマ エムズマーレ タジマ　ハヤト エムズマーレ
ナカタ　カイ ルイードタバーン キムラ　タカヒロ ルイードタバーン
アサダ　ユイ トレンディ イハ　ルリ トレンディ

オダ　シュウコウ ドン　ドン ナカガワ　カナ ドン　ドン
イシザキ　ヨシヒロ ポンテ ハラダ　タカヒロ タック

ハラグチ　ユウ シーバス ソノダ　シナリ シーバス
テラオカ　タケシ ブラスト テラモト　サキコ ブラスト
フジシマ　アヤカ ポンテ サイトウ　アヤノ ポンテ
マツイ　ユウスケ タック ミタ　ショウヘイ タック
ヨウシナ　アヤコ ドン　ドン カサオカ　ナツキ ドン　ドン

フジタ　リクト ルイードタバーン クボタ　コウヘイ ルイードタバーン
ナカタ　コウイチ ポンテ ハマダ　アキ ポンテ
タマイ　ミサキ ログログ ヒラノ　ヨシミ ログログ

タケダ　ショウゴ ドン　ドン カサオカ　モモコ ドン　ドン
ミゾグチ　アケミ タック オガワ　ハルカ タック

ヤマダ　シュウヘイ ルイードタバーン テラモト　ケント ルイードタバーン
イトウ　セレナ バンビーノ カンノ　ケイスケ バンビーノ
クラモト　ユタカ ロデオガレージ コイケ　ユウタ ロデオガレージ
オカムラ　マコト ダーツヤ　ブル マエダ　ナナミ ダーツヤ　ブル
マキモト　エツコ シロイヤカタ オオバ　カズミ シロイヤカタ
クリス　ユウマ ドン　ドン タマシロ　アンナ ドン　ドン
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