
MONSTER DARTS TOURNAMENT in 福山　2018
フライト別リスト

名前 ロケーション 名前 ロケーション

シラネ　シンヤ 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
イノウエ　タイガ テラット ナガイ　タツノスケ テラット
クラモト　ユウヤ レッドボックス マガミ　シュウヘイ レッドボックス
ヤザマ　ヨシヒロ スパロー オオタ　ミツノリ スパロー
オオギタニ　マイ ルイードタバーン コウグチ　シンイチ ブラスト
マサモリ　リョウジ スリーネクスト ニイオカ　ケイスケ スリーネクスト
ウツノミヤ　コウキ スタジオ　イロハ ウラカワ　カケナリ スタジオ　イロハ
ニシハラ　ユウダイ タック ヒロナカ　ナツミ タック

ウエノ　タイチ アージョ オンダ　ツヨシ アージョ
シラガ　ソノカズ スタジオ　イロハ タケハラ　ヨシオ アインス
フジイ　ヒデト ブレイクスルー タカハラ　リュウヤ ブレイクスルー

ササハラ　シンヤ レッドボックス ヒカサ　ケイタ レッドボックス
ヒガシノ　ヒロユキ ネオダーツファクトリー シゲタ　ノリユキ ネオダーツファクトリー

フジキ　ヒロシ チックパイプ ナカムラ　タカシ チックパイプ
モリヤマ　マサシ アージョ オカムラ　トモエ アージョ

タケダ　マサト スタジオ　イロハ オガタ　タクヤ スタジオ　イロハ
ササキ　ハジメ アインス クセ　サヤカ アインス
ミマ　ヤスユキ ビリヤード ショット フルカワ　ヤスヒロ ビリヤード ショット
ツクモ　コウタ ユトリ ノモト　マコト ユトリ
タムラ　タクミ マックス　フクヤマ サノ　ケイシ マックス　フクヤマ

ムラカミ　ツトム サンダー イマフク　ナリフミ サンダー
フジモリ　ヒロフミ アバロン シマムラ　トシマサ アバロン
マツオカ　ケンイチ ダーツダイガク タサカ　ケンゴ ダーツダイガク
ナカムラ　ノブヒロ ビリヤード ショット ナカノ　リョウタロウ ビリヤード ショット
ニシムラ　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
タナベ　シンタロウ ビッグアップル ムラヤマ　タカアキ ビッグアップル
コバヤシ　ケイイチ レインボー フカダ　カズキ レインボー
ナカムラ　タカユキ タック カラシタ　ケンタ タック
オカザキ　ユウジ マックス　フクヤマ カネホ　アカリ マックス　フクヤマ
シノザワ　サトシ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト
ナカイ　ユウキ エヌツー マツモト　タケアキ エヌツー
シオミ　ケイジュ プティ ワキサカ　エリ プティ
サカイ　タカオ ブレイクスルー ハナイ　タイチ ブレイクスルー

サトウ　ショウゴ スタジオ　イロハ フルノ　ヤスヒロ スタジオ　イロハ
ミゾグチ　トオル タック ヤマウチ　リョウ タック
キムラ　テルフサ ブレイクスルー ドイ　アキマサ ブレイクスルー
オオシロ　ユウゴ アージョ フクダ　クニアキ アージョ
キヨシゲ　ユウヤ サムスアップ ナカムラ　ツナヒト サムスアップ
マキノ　ユウジ タック イノウエ　ユウキ タック
ナカノ　タカユキ ログログ クボ　ノリカズ ログログ
タニグチ　マサヤ ビッグアップル ナカムラ　リョウジ ビッグアップル

ヤマサキ　ケイスケ アインス フルイチ　トモヒロ アインス
ナカモト　タケアキ サムスアップ ニシウラ　ケイタ サムスアップ
クスモト　コウキ ブレイクスルー ツチヤ　タカノリ ブレイクスルー
ナンカク　マモル エヌツー ミマ　ヒロユキ エヌツー

ハシモト　コウイチ ピットブル クロダ　カツミ ピットブル
ミヤモト　ノリオ プラスナイン マツヤマ　タスク プラスナイン
アリモト　ヒロキ タクミ キシ　ナオヤ タクミ

コバヤシ　ヒロユキ カフェ　スプレイ ツボイ　ノブユキ カフェ　スプレイ
サカイハラ　トモヤ ブレイクスルー ウエハラ　タエコ ブレイクスルー

ヒダ　カズヒロ ダーツダイガク シラハマ　ミホ ダーツダイガク
オオカワ　ヒデトシ アインス カワハラ　トモコ アインス
イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン モリキ　ミホ ルイードタバーン
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
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サカキ　ユウタ アライズ コウノ　ゲンキ アライズ

アベ　マサヤ ファン　キョウドウ ワタナベ　ケイ ファン　キョウドウ
ナカムラ　カイキ エヌツー シブタニ　マサヒロ エヌツー
ナガミ　タカヒロ スティグマータ カワイ　カナ スティグマータ

ウチヤマ　ヒデキ タクミ クニタダ　サトル タクミ
ハットリ　テツヤ ダーツヤ ブル オカムラ　マコト ダーツヤ ブル

オオノ　リョウヘイ レインボー カズサ　サコ レインボー
コガ　カツヤ タック タノウエ　タカヒロ タック

ヒラマツ　タケロウ サンダー シオタ　コウヘイ サンダー
ヒラタ　テツヒロ カフェ　スプレイ コマダ　サトシ カフェ　スプレイ

オカムラ　ケンサク グランドライン ナカヤマ　カズヨシ グランドライン
タナカ　ケイコ スパロー ハマグチ　ツヨシ スパロー

コバヤシ　ケンイチ ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾅｰ　ディアーズ ハルナ　ユウキ ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾅｰ　ディアーズ
コウノ　ユウタ タック キシノ　ナオユキ タック

フジハラ　セリカ タップラップクラブ オカダ　エイジ タップラップクラブ
ナカムラ　ケンジ トリアエズ エンス メンデン　マサヒロ アインス
オオオカ　ケンジ ダーツダイガク アンドウ　マサノリ ダーツダイガク
オオウエ　シンキ トレンディ オオモト　ヒトシ トレンディ
ヤマオ　ミネユキ ターゲット バンドウ　ユカ ターゲット
ホソダ　アキヒロ エヌツー オノ　ツヨシ エヌツー
ヨシノウチ　マイ レッドボックス ウエタ　サヤ レッドボックス
フジサキ　タツオ ダーツダイガク オガミ　ナオマサ ダーツダイガク
サカグチ　ユウヤ アレア ムラオカ　カズオ アレア

クサチ　ヨウイチロウ ベティ サカテ　タクミ ベティ
ヤマモト　ヒトミ ダーツダイガク キシダ　ヒロキ ダーツダイガク
カマタ　ユウキ アインス タカハシ　ヒデユキ アインス
モチマツ　タツト アレンジ ヨシナガ　ナギサ アレンジ
オオエ　ツバサ ファンタジスタ ワカバヤシ　ユイ ファンタジスタ

シラカワ　ヒロアキ カフェ　スプレイ コハラ　ユウジ カフェ　スプレイ
イノウエ　ノブヤ ベティ オオシタ　アサコ ベティ

モリタ　ロウ ヘスティア マツシマ　ユウスケ ヘスティア
ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ サカモト　リナ ロデオガレージ
ヒガキ　タカユキ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ オカダ　コウヘイ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ

ヤシキ　リエ ノバァ ミネ　リュウタロウ ノバァ
ハセガワ　キハチ ビクトリア フジワラ　ヒロキ ビクトリア

カン　ユウキ ファン　キョウドウ モリカワ　コウイチ ファン　キョウドウ
タニダ　ヤスヒロ マックス　フクヤマ スヤマ　ヨシヒロ マックス　フクヤマ
カワハラ　ケンタ ファンタジスタ タカノ　メグミ ファンタジスタ
カワベ　カズキ サムスアップ アキタ　カイ サムスアップ
ナリタ　タスク ロデオガレージ クラモト　ユタカ ロデオガレージ
サトウ　ナオ チックパイプ ヨシダ　トシヒロ チックパイプ

カワチ　ナオト カフェ　スプレイ ミヤナガ　ショウタ カフェ　スプレイ
イシマル　トシユキ ブレイクスルー ナカタ　ユミ ブレイクスルー
ナカセ　カツトシ タクミ タケヒサ　ノリオ タクミ
ヤマダ　ユウタ ブラスト アカギシ　サリ ブラスト
ナカヤ　ヨシヒト ログログ イノウエ　ミツアキ ログログ
フジイ　ナオキ ブレイクスルー オガワ　リエミ ブレイクスルー
オチ　ユウヤ スポルト ニシヒラ　ユウコ スポルト
ヒダ　シュウジ ベティ イクタ　カズヤ ベティ
コウノ　カズヤ アライズ タケナワ　タカヨ アライズ

ワカバヤシ　タカフミ ファンタジスタ ナガヒサ　マイ ファンタジスタ
オキタ　ノボル ノバァ モリ　トモアキ ノバァ

タカヒラ　カズヒロ ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾅｰ　ディアーズ イシイ　トモヒト ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾀﾞｲﾅｰ　ディアーズ
ハラ　ヒロヨシ ログログ タマイ　ミサキ ログログ
ハブ　ユウキ インテンション ミヤモト　カズキ インテンション

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
チカミ　ナオキ マックス　ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ ババ　ユウセイ マックス　ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ

クレイシ　ヨシオ サンダー ハマサキ　マナミ サンダー
ホンイデン　タツヤ タクミ ウエオカ　コナツ タクミ

A

B



ワタナベ　ヒロシ サムスアップ タテイシ　トモヤ サムスアップ
ナワテ　シュウヘイ ハート ヒサタニ　カナエ ハート

モモタニ　タカト ピットブル タニサカ　ユウキ ピットブル

ヤマシタ　ショウコ インテンション カタギリ　ユウスケ スリーネクスト
カワニシ　ノリエ カフェ　スプレイ クマシロ　カズエ カフェ　スプレイ
ミタニ　ヒロユキ エルドラド ヤマグチ　コウヘイ エルドラド
タカハシ　ユカ ログログ ナカノ　クルミ ログログ
キクチ　チナミ サンダー キクチ　ヒロト サンダー

フジワラ　ヨウヘイ ログログ マツモト　カクジ ログログ
シマダ　トシキ レインボー ヨシダ　アヤ レインボー

ワタナベ　カズマ ルイードタバーン サカモト　ミカ ルイードタバーン
シュウンドウ　カズヨ サンダー オオシマ　マサテル サンダー

タバタ　ヨシノリ アライズ モリヨシ　ダイスケ アライズ
ササキ　イサオ ブラスト テラモト　サキコ ブラスト
センダ　アキラ ビクトリア ハギワラ　ケンジ ビクトリア
フジオカ　シン トレンディ コタニ　サチエ トレンディ

ムネモト　ヨシノリ ブレイクスルー コガ　トシヤ ブレイクスルー
イシベ　コウキ ユトリ フジイ　チヒロ ユトリ

モリモト　ダスクケ カフェ　スプレイ ミヤナガ　イサコ カフェ　スプレイ
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