
島根サミット　フライト別リスト

F 名前 ロケーション 名前 ロケーション

ﾉｰﾘﾐｯﾄ ナカムラ　タカユキ トレンディ ハマモト　シズマ トレンディ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ オオヤ　ユウタ アローズ ハマ　ゲンタ プラスナイン
ﾉｰﾘﾐｯﾄ アイミ　ケント ターゲット ニシグチ　ダイキ ファッシネイト
ﾉｰﾘﾐｯﾄ マサモリ　リョウジ スリーネクスト オクタニ　マサミ スリーネクスト
ﾉｰﾘﾐｯﾄ フジハラ　フミヤ ズーアンドズー カノウ　ダイスケ ズーアンドズー
ﾉｰﾘﾐｯﾄ ナガオカ　マモル アージョ ウエノ　タイチ アージョ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ ウエノ　マサカズ ターゲット マエイデ　アキヒロ ターゲット
ﾉｰﾘﾐｯﾄ タマガワ　ヒロト ブーズ ナカムラ　サチオ ブーズ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ フルサワ　カズキ ズーアンドズー サジマ　リョウヘイ ズーアンドズー
Ａ フジタ　コウジ バンビーノ サキムラ　ユウスケ バンビーノ
Ａ オニツカ　マサル ファッシネイト キヌタニ　シュウジ ファッシネイト
Ａ ヤスオ　ユウタ アージョ ヨシダ　カズマ アージョ
Ａ ウエノ　アヤカ ターゲット イハラ　タカユキ ターゲット
Ａ ミネタニ　タダシ タップラップクラブ ハラダ　サキ タップラップクラブ
Ａ ミヤモト　ノリオ バー　デスペラード サイオ　テルミチ バー　デスペラード
Ａ イカワ　フトシ ターゲット ヤカベ　ヒデキ ターゲット
Ａ ムラ　トオル プラスナイン エンドウ　キョヘイ アローズ
Ａ ヒラタ　ヨシユキ アージョ ヤマグチ　ユカ アージョ
Ａ モリキ　ミホ バンビーノ モリワケ　ヒロシ バンビーノ
Ａ ナカムラ　シズカ スリーネクスト ヤマサキ　シンヤ スリーネクスト
Ａ イシクラ　マサユキ ターゲット タナカ　ハヤト ターゲット
Ａ ヤカベ　タツヒロ タップラップクラブ サワダ　コウスケ タップラップクラブ
Ａ イノウエ　チハル ズーアンドズー マチアイ　トシハル ズーアンドズー
Ａ ヤマサキ　レイシ ターゲット アカシ　トモヒロ ターゲット
Ａ ヒロナカ　ナツミ タック コガ　カツヤ タック
Ａ アンドウ　カズキ プラスナイン タケウチ　カズヒト プラスナイン
Ａ ナガオカ　サチコ アージョ イワサ　フユカ アージョ
Ａ ササキ　ツバサ プラスナイン マツヤマ　タスク プラスナイン
Ａ カワモト　タクト アライズ タケシタ　アヤコ アライズ
Ａ モリヤマ　マサシ アージョ ナガオカ　ユウト アージョ
Ａ コウノ　ユウタ タック コヤナギ　ユウヤ タック
B フジハラ　ススム スリーネクスト モリ　ヒロシ スリーネクスト
B スギハラ　トシユキ バー　デスペラード タケダ　ケイスケ バー　デスペラード
B タケベ　ヨシユキ タップラップクラブ タケベ　ヒトミ タップラップクラブ
B モリヨシ　ダイスケ ビービー シラキ　チサ ビービー
B モチダ　コウ アージョ グシケン　ムネヨシ アージョ
B カタギリ　ユウスケ スリーネクスト フジイ　ユウタ スリーネクスト
B ノグチ　ツトム バー　デスペラード ヒロセ　シンヤ バー　デスペラード
B イタムラ　キョウヘイ ダブルゼロ サッカ　ユウキ ダブルゼロ
B イイダ　タカシ バー　テンペスト モリオ　アイカ バー　テンペスト
B 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
B ムラタ　アキヒロ バー　テンペスト カワベ　テッペイ バー　テンペスト
B ヤナイ　アヤト タップラップクラブ フジハラ　セリカ タップラップクラブ
B ナリマツ　アキラ インテンション ニイタ　マサミ インテンション
B シノダ　タカヒロ ファッシネイト スガタ　ケンヤ ファッシネイト
B タブチ　シンペイ ビービー ナガレダ　シンジ ビービー
B タノウエ　タカヒロ タック イノウエ　ユウキ タック
B オカダ　エイジ ターゲット トミタ　ヒロキ ターゲット
B トミナガ　マサシ ハット カナヤマ　シンジ ハット
B オバタ　エツヤ プラスナイン オバタ　ユカ プラスナイン
B キシ　タケシ アローズ ヤスダ　マコト アローズ
B ツバキ　アヅサ ターゲット コイズミ　アヤノ タップラップクラブ
B オオモト　ヒトシ トレンディ モリ　トモアキ トレンディ
B モリシタ　シュウジ ビービー ミカワ　ツカサ ビービー
B ハラ　ナオキ ファッシネイト サトウ　カナ ファッシネイト
B ハタ　コウジ ターゲット ナガオカ　マリコ ターゲット
B ササキ　タエコ ブラスト コウダ　アオイ ブラスト
C ホッタ　ユウスケ ファッシネイト トミタニ　コウジ ファッシネイト
C ナガオ　トモキ ハット オオニシ　ユウ ハット
C ツボウチ　カズシ タップラップクラブ サコ　タクマ タップラップクラブ
C イシカワ　タカシ バー　デスペラード シラキ　タクヤ バー　デスペラード
C フジハラ　トシアキ ブーズ サワマル　マイ ブーズ



C ウルシバラ　マコト ファッシネイト マツウラ　ユウカ ファッシネイト
C ヒロフジ　ダイキ ビービー カフク　ミキ ビービー
C フクダ　クニアキ アージョ ヨシダ　タカシ アージョ
C アサヤマ　カズヒコ バー　デスペラード ナガオ　サトエ バー　デスペラード
C ニシコオリ　マサフミ マリオ ハルヤマ　アユミ マリオ
C コンドウ　シゲオ スリーネクスト コタニ　クミコ スリーネクスト
C イトウ　アカネ アローズ タカミ　カノコ アローズ
C タナベ　コウゾウ バー　デスペラード キッカワ　ノゾミ バー　デスペラード
C キヅキ　ツヨシ ブーズ ヤマモト　マイ ブーズ
C オオバ　シュウヘイ ビービー マチダ　ジュリア ビービー
C シミズ　ユウジ スリーネクスト コレユキ　タカヒデ スリーネクスト
C オオツボ　カズオ ビービー アラキ　サトヒロ ビービー
C イトウ　シュン バー　デスペラード ウラ　マサユキ バー　デスペラード
C キタシタ　マサル ハット クワバラ　マサシ ハット
C タニモト　イチロウ ビービー マキモト　エツコ ビービー
C ヨコサカ　タカハル ハット イワカミ　ミノル ハット
C アラオ　ナオキ バー　テンペスト サネシゲ　ハヤテ バー　テンペスト
C ナガオ　ガク バー　デスペラード ササキ　タカシ バー　デスペラード
C ナガタ　リツキ タック ササキ　ケント タック


