
島根サミット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

ハラ　カズヒロ トレンディ スガ　オキナリ トレンディ
ウエノ　マサカズ ターゲット ヒノ　オサム ターゲット
ハタヤマ　ミキト タップラップクラブ ムラカミ　トモヤ タップラップクラブ
ナカムラ　ユウヤ スイング オカザキ　リョウ スイング

ミカモ　ハヤト スイング ヤブウチ　タクミ スイング
コタニ　ケンタ トレンディ タカハシ　カツノリ トレンディ

ヤマモト　ユウキ ライフ イワイ　ショウヘイ ライフ
アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン シミズ　リョウヘイ ルイードタバーン

クマガイ　マサヒコ 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
ヒラヤマ　カツマサ ジュウハチバン ホリ　シゲアキ ジュウハチバン

アイミ　タクヤ ターゲット シラネ　シンヤ ターゲット
ミズグチ　アツキ アライズ オクダ　タイヘイ アライズ
マサモリ　リョウジ スリーネクスト モリヤマ　タクオ スリーネクスト

オオヤ　ユウタ アローズ クラシタ　ジュンジ アローズ
イガワ　フトシ ターゲット ヤマオ　ミネユキ ターゲット
マツダ　シュン スリーズ　ハウス ヨシムラ　リョウスケ スリーズ　ハウス
ウエノ　ミサキ ターゲット ホリ　テツヒコ ターゲット

サカイ　タカヒロ ハート モリキ　ミホ ハート
ミヤモト　ノリオ ダーツバー ホワイトマーブル ヨシオカ　ヒロキ ダーツバー ホワイトマーブル

ナガオカ　マモル ライフ ナガオカ　サチコ ライフ

コウグチ　シンイチ トレンディ トヨアキ　マイ トレンディ
ミハラ　マサツグ プラスナイン シンノ　ダイキ プラスナイン

ムラ　トオル ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ アオト　ヒロヒデ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ
ワダ　カズキ ファッシネイト タカツカ　ダイキ ファッシネイト

タマガワ　ヒロト ブーズ ナカムラ　サチオ ブーズ
サジマ　リョウヘイ ズーアンドズー ナガイ　リョウタ ズーアンドズー

モリキ　ミツシ ハート オオキ　ユウキ ハート
クニマサ　コウダイ ターゲット ヤマモト　ミオ スイング

ヒロナカ　ナツミ タック イノウエ　ユウキ タック
モリ　ハヤト ルイードタバーン トモタ　イツミ ルイードタバーン

ヤスダ　マコト アローズ カガワ　ユウセイ アローズ
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
ミネタニ　タダシ タップラップクラブ イシハラ　マサヒコ タップラップクラブ
ヤマモト　ヒロキ タップラップクラブ サトウ　タクヤ タップラップクラブ
イシトビ　ユウキ ライフ フジハラ　タカシ ライフ

オカザキ　ダイスケ ジャロウ ホリノ　ハジメ ジャロウ
カワオカ　ハルカ ダーツバー ホワイトマーブル ヨシハラ　ジュンキ ダーツバー ホワイトマーブル
オンダ　ツヨシ ライフ ハラ　ヤスユキ ライフ
イイダ　タカシ バー　デスペラード タナベ　コウゾウ バー　デスペラード
コウノ　カズヤ アライズ マスダ　マサナリ 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
コウノ　ユウタ タック キシノ　ナオユキ タック
センバ　エイゴ ルイードタバーン ササキ　フウカ ルイードタバーン

ムラカミ　ユイナ トレンディ ウエノ　アヤカ トレンディ
ハマモト　シズマ トレンディ ババ　ユウセイ トレンディ

ニシグチ　マサトシ タップラップクラブ ホソイ　ミキ タップラップクラブ
アダチ　ユウジ タップラップクラブ スガイ　ヒトミ タップラップクラブ
トミタ　ヒロキ タップラップクラブ オカダ　エイジ タップラップクラブ

カフク　ミキ ジャロウ ナカガワ　トモミ ジャロウ
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
サワダ　タカノリ プラスナイン オオハシ　リョウヘイ プラスナイン

カミサキ　コウスケ アローズ ヤマサキ　ユウジ アローズ
ヤマダ　ケンジ スリーズ　ハウス シモダ　エイジ スリーズ　ハウス

カワカミ　ヤスユキ スリーズ　ハウス ナカシオ　イヨ スリーズ　ハウス
フルサワ　カズキ ズーアンドズー カノウ　ダイスケ ズーアンドズー
ナガサワ　ショウタ ズーアンドズー ハマダ　ミズキ ズーアンドズー
オオタニ　マサキ ダーツ アンド バー ランス タナカ　クニアキ ダーツ アンド バー ランス
アンドウ　カズキ プラスナイン ヤマダ　カズヤ プラスナイン
マツヤマ　タスク プラスナイン ミヤモト　ツトム プラスナイン

フナバシ　マサヒト ダーツ アンド バー ランス コウシマ　ユウジ ダーツ アンド バー ランス
ヤマモト　カオリ ターゲット イノウエ　アルト ターゲット
オガワ　ハルキ ブレイク　ラン ヨネモト　ユウヤ ブレイク　ラン

無制限
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オニツカ　マサル ファッシネイト フクナガ　ヒロヤ ファッシネイト
ハナミヤ　ジュンヤ プラスナイン ササキ　ツバサ プラスナイン

シュクノ　タイシ アローズ エンドウ　キョウヘイ アローズ
ホリシタ　タカヒロ タップラップクラブ ハキハラ　リョウタ タップラップクラブ
サクタ　カズヒロ ターゲット ウエノ　ユウキ ターゲット

サイトウ　リョウマ ファッシネイト アラキ　マサキ ファッシネイト
マツザキ　キヨシ ライフ フジハラ　ススム ライフ
ニシオ　タイチ ブーズ ワタナベ　タイチ ブーズ

ヤマサキ　レイシ ターゲット ワタナベ　ナホ ターゲット
ナス　ヒロアキ スイング オンダ　ハヅキ スイング

タケウチ　ユウマ バー　デスペラード オグラ　フウカ バー　デスペラード
フチガミ　カズマ アライズ タカハシ　タツヤ アライズ

ナカシマ　ショウゴ ファッシネイト ヤマネ　キョウスケ ファッシネイト
タカハシ　サトシ タック ナカウエ　ヨウヘイ タック
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
アダチ　ジュンコ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ イダ　シュンイチ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ
ニイタ　マサミ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ ヒロセ　ダイキ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ

クニトウ　ヒロシ ターゲット アカシ　トモヒロ ターゲット
タハラ　シンヤ ファッシネイト ワタナベ　ケンタ ファッシネイト

スギモト　シュンイチ ダーツ アンド バー ランス ササキ　テツヤ ダーツ アンド バー ランス

オオウエ　シンキ トレンディ フジオカ　シン トレンディ
ノグチ　タカヒロ アローズ タナカ　ノリユキ アローズ
マエダ　ユウキ アローズ オグチ　ミエコ アローズ

ハシモト　ジュンスケ ライフ タテイシ　ユウダイ ライフ
フジワラ　セリカ タップラップクラブ モリヤマ　マサオ タップラップクラブ

マチアイ　トシハル ズーアンドズー タケウチ　ユウヤ ズーアンドズー
ツバキ　アヅサ タップラップクラブ イシダ　ヒロミ タップラップクラブ

マエイデ　アキヒロ ブーズ カワサキ　アヤノ ブーズ
フジハラ　トシアキ ブーズ サワマル　マイ ブーズ
タカハシ　ユウヤ アライズ ダイカイ　マサキ アライズ

スギバヤシ　ナオキ ルイードタバーン イゲタ　ナオヤ ルイードタバーン
モリタ　ショウグン ルイードタバーン オウギタニ　マイ ルイードタバーン
イワモト　タカノリ アローズ フナタ　トモコ アローズ

アベ　リョウガ スリーズ　ハウス ウシロダニ　ワタル スリーズ　ハウス
ワタナベ　ケン ズーアンドズー タグチ　エミ ズーアンドズー
ホッタ　カズノリ バー　デスペラード ハシモト　シュウヘイ バー　デスペラード
エスミ　トキヤ バー　デスペラード エスミ　マサアキ バー　デスペラード
キヅキ　ツヨシ ブーズ ヤマモト　チハル ブーズ

イシハラ　ヨシノブ リトルクラウド ウメヤマ　ミノリ リトルクラウド
カメダ　ホマレ リトルクラウド コノミ　テツアキ リトルクラウド

カジタニ　ショウゴ ズーアンドズー クニトウ　サオリ ズーアンドズー
イノウエ　チハル ズーアンドズー ハラ　チアキ ズーアンドズー

アカナ　ケイ ズーアンドズー バンドウ　ユカ ズーアンドズー
ノト　ユウイチロウ ダーツバー ホワイトマーブル オオハラ　マサミチ ダーツバー ホワイトマーブル
コバタケ　アツノリ リトルクラウド イケウチ　カンジ リトルクラウド
スヤマ　カズキ ズーアンドズー フジハラ　フミヤ ズーアンドズー
ヒラタ　シンスケ ライフ タナカ　ジュン ライフ
タケベ　ヨシユキ タップラップクラブ ヤマモト　スミ タップラップクラブ
ミツイ　アキヒロ リトルクラウド マツモト　アヤ リトルクラウド

サトウ　ケイゴ ブーズ スミタ　トモヤ ブーズ
ナカガワ　サチエ トレンディ アサダ　ユイ トレンディ

コシノ　ユウ ズーアンドズー ハラ　アミ ズーアンドズー
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