
ピースカップ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

サカイ　ユウキ ファンタジスタ マツモト　アラシ ファンタジスタ
ハラ　カズヒロ トレンディ スガ　オキナリ バランス

オオワク　アキヒコ トレンディ フジイ　ダイスケ トレンディ
イカワ　リュウスケ バランス オカノ　ショウ トレンディ

カスヤ　ヒロシ ブラスト コウグチ　シンイチ ブラスト
ミタ　コウジ エスディーピー ムラカミ　ナオユキ エスディーピー

スミカワ　タケル トレンディ オカモト　ナオヒロ ブラスト
エグサ　ヒデオ ブレイクスルー ヒエダ　ユウタ ブレイクスルー

オオシマ　ユウヤ マックス フクヤマ モリ　ダイチ マックス フクヤマ
オオサキ　ヒロカズ トレンディ エグチ　ユウジ トレンディ
ハラダ　ヨシマサ エスディーピー イケダ　シュンスケ エスディーピー
ハマダ　タカノリ バンビーノ ニシハラ　ユウダイ タック
アラカワ　リキ タック ヒロナカ　ナツミ タック

マサモリ　リョウジ スリーネクスト ナカムラ　シズカ スリーネクスト
ウエノ　マサカズ ターゲット イシダ　タケハル ターゲット
オカザキ　アキラ アヴァロン アラキ　フミオ アヴァロン

ヒノ　オサム 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
ミネタニ　タダシ タップラップクラブ ツバキ　アヅサ タップラップクラブ

トミタ　リョウスケ マックス サド　アキヒデ マックス
クマガイ　マサヒコ ジャロウ ナカムラ　サチオ ジャロウ
ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ イケダ　ユウ ロデオガレージ
ヒロセ　シュウジ ハート ホリ　シンイチ プティー
アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン ツルモト　タカノブ ルイードタバーン
イシイノブユキ ブラスト ヤマダ　ユウタ ブラスト
カメイ　アキノリ ノヴァ イマタニ　ノリオ ノヴァ
ウエノ　タイチ アージョ オオシロ　ユウゴ アージョ
コタニ　ケンタ トレンディ シマヅエ　カズヒサ トレンディ
マキノ　ユウジ タック ヤマウチ　リョウ タック
ヒラタ　シンイチ インテンション ヤマサキ　ヒロキ インテンション
フジイ　ヨウスケ ブラスト シノザワ　サトシ ブラスト
モリワケ　ヒロシ ポンテ ツチヤ　マサオ ポンテ
カワモト　タクト アライズ ミゾグチ　トオル タック

ササキ　タケミツ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ
カワハラ　ユウキ ファンタジスタ アツタ　カイム ファンタジスタ

イノウエ　シンタロウ ブラスト ハマダ　ユウウイチ ブラスト
ササキ　ツバサ プラスナイン ノグチ　タカヒロ プラスナイン
ミズモト　ヒサト ハート ササキ　アツシ ハート
ヒラオカ　カズヤ マックス ハットリ　ヤスシ ブラスト

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
イガワ　フトシ ターゲット ミタ　ユウタ ターゲット

コダマ　ユウダイ カラー クサノ　コウキ カラー
マツムラ　タイキ バランス トミナガ　ルネ バランス
フジイ　サキコ プティー タナカ　ヨシナオ プティー
ナカタ　ユウ アライズ ニゴタ　ヒロユキ アライズ

ビトウ　トモヒサ アライズ ウシガミ　タケヒロ アライズ
ヤハラ　セツヤ スクラッチ タクボ　タカヒト スクラッチ

ナカオ　リョウヘイ エスディーピー ワタベ　カツフミ エスディーピー
ヒサムラ　ハヤト スリーズハウス イワタ　ユウスケ スリーズハウス

サジマ　リョウヘイ ズーアンドズー フジハラ　フミヤ ズーアンドズー
コダマ　コウタ ルイードタバーン シバタ　リョウスケ ルイードタバーン

タニカワ　クンソウ 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
アマモト　ミチアキ トレンディ ヒロセ　ナオキ トレンディ

フカイ　エイゴ インテンション ミヤモト　カズキ インテンション
ウエハラ　ヒロアキ ブレイクスルー ウエハラ　タエコ ブレイクスルー
ヤマサキ　ススム カラー フクハラ　カズシゲ カラー
モリヤマ　マサシ アージョ オカムラ　トモエ アージョ

キヨイ　ヒロシ タック アキヅキ　シンジ タック
タカハシ　カツノリ トレンディ マエダ　ケンタロウ トレンディ

ニキ　オサム アライズ モリ　サナエ アライズ
イシダ　ユキノリ バンビーノ モリヤマ　ヒロシ バランス
イナダ　タツヤ カルムロッジ ヤツヅカ　タイキ カルムロッジ

ニシオカ　トシロウ エスディーピー イシダ　アオイ エスディーピー

ノー
リミット

Ａ
フライト



イイダ　タカシ ズーアンドズー フルサワ　カズキ ズーアンドズー
シオミ　ケイジュ プティー ワキサカ　エリ プティー
ササキ　タエコ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト
アイミ　ケント ターゲット サクタ　カズヒロ ターゲット

フジモリ　オキトシ アインス オオカワ　ヒデトシ アインス
タケハラ　ヨシオ アインス ナカムラ　ケンジ アインス
オウワ　テツマサ エヌツー ナンカク　マモル エヌツー
ナカムラ　タカユキ タック イノウエ　ユウキ タック

スヤマ　ヒロアキ ルイードタバーン フジモト　ケンジ ケーアンドケー
ミズグチ　アツキ アライズ ヨシダ　レイカ アライズ

サド　トモ マックス イマイ　ケンジ マックス
ヤマモト　トモアキ バランス キノウ　ヒサアキ ブラスト

ミナミ　ナオキ スリーズハウス ヒラオカ　ヒロヒサ スリーズハウス
カイチ　タカノリ ポンテ カラシタ　ケンタ ポンテ
オオモト　ヒトシ トレンディ ナワテ　シュウヘイ トレンディ
ヤマグチ　ユリコ ブラスト シロウダ　ヒロミ ブラスト
ササキ　ハジメ アインス カワハラ　トモコ アインス
ナカシマ　フミヤ エヌツー キタガキウチ　キョウヤ エヌツー
ミナミ　ノリユキ タック キシノ　ナオユキ タック

マルヤマ　トモキ ポンテ フジワラ　ケイスケ ポンテ
ツクモ　コウタ ダーツダイガク タサカ　ケンゴ ダーツダイガク
オノ　ハジメ カルムロッジ オカベ　マオ カルムロッジ

トキムラ　コウシ ダーツヤ　ブル ヤナギダ　ダイスケ ダーツヤ　ブル
セザキ　ダイスケ ポンテ ヨネミツ　カナト ポンテ
ニシオカ　レナ バンビーノ ヨシイ　オサム ポンテ

ウワムラ　サトシ ポンテ ナカタ　コウイチ ポンテ
ハットリ　マサル インテンション ヤマシタ　ショウコ インテンション

タムラ　ユノ ブラスト タムラ　アヤカ ブラスト
オオクボ　ショウコ ターゲット カミタニ　アサミ ターゲット
タカハシ　マサヤ ヘスティア タカスガ　ダイスケ ヘスティア

コウノ　ユウタ タック スガ　シンジ タック
マツオ　サキ アライズ タニヤマ　シンジ アライズ

オキタ　ケイジ マックス シモダ　マサヒロ マックス
ミツナガ　カイ マックス モリナカ　タカヒロ マックス

ヨシムラ　ミチモリ ソウルズ　キョウト カワグチ　トシヤ ソウルズ　キョウト
コモリ　マリ ダーツダイガク カワサキ　コウジ ダーツダイガク

シバタ　ユウヤ ダルマヤカフェ オカダ　マサミ ダルマヤカフェ
ニシベ　コウスケ カルムロッジ カトウ　ケイ カルムロッジ

ハマムラ　リョウヘイ エスディーピー コダマ　ユキ エスディーピー
ニシハラ　ナオキ ポンテ ヒガ　マイコン ポンテ
ワタナベ　ケン ジャロウ タナカ　シンヤ ジャロウ
アサクラ　ナミ 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
ムラ　トオル プラスナイン ニイタ　マサミ プラスナイン

ヤマサキ　レイシ ターゲット アカシ　トモヒロ ターゲット
ヤマオ　ミネユキ ターゲット バンドウ　ユカ ターゲット
サカイ　タカヒロ ハート モリキ　ミホ ハート

クワハラ　ミツノブ ハート ヨシモト　ユウキ ハート
ヒラオカ　ヒデアキ タック イノ　オサム タック

アライ　ヒロキ ソウルズ　キョウト エグチ　ヒトミ ソウルズ　キョウト
ハブ　ユウキ インテンション カメイ　ヨシヒロ インテンション
アベ　ミツアキ タック タナカ　マサヒロ タック
コガ　カツヤ タック タノウエ　タカヒロ タック

ヤマダ　ケンジ スリーズハウス フクシマ　ナオユキ ダーツダイガク
ミヤコダ　マサシ バランス ハマダ　リョウヤ バランス
クリス　コウジ バランス ヒラノ　コウタロウ バランス

マサキ　ショウイチ エスディーピー ヤマムラ　シンジ エスディーピー
ミツナガ　マサヒロ インテンション アオキ　シンタロウ スリーズハウス

アキタ　カイ サムスアップ ワタナベ　ヒロシ サムスアップ
ミツナガ　マサヒロ インテンション アオキ　シンタロウ スリーズハウス
オガワ　シュンヤ ブラスト アカギシ　サリ ブラスト
ハマザキ　ダイキ ブラスト フジワラ　アキヒロ ハート
スサキ　カツヤ ヘスティア オガワ　ジン ヘスティア
モリ　セイヤ ウサギヤ ナカガワ　ミヤ ウサギヤ

ヨコヤマ　シンジ ロデオガレージ サカモト　リナ ロデオガレージ
コウノ　カズヤ アライズ タケナワ　タカヨ アライズ

ウメタニ　ケンジ アライズ タケシタ　アヤコ アライズ

Ａ
フライト
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ヨシダ　タカトシ アライズ シバタ　ショウ 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
ワキモト　ヒロシ インテンション マエダ　コウジ インテンション

ハシモト　トモアキ ブラスト ハナサキ　イチロウ ブラスト
シギ　アキラ ブラスト フクモト　ヨウヘイ ブラスト

フジイ　ナオキ ブラスト クラモト　ナオフミ ブラスト
クスモト　コウキ ブレイクスルー ナカタ　ユミ ブレイクスルー
サカグチ　ユウヤ ブレイクスルー ムラオカ　カズマ ブレイクスルー

マツシマ　ユウスケ ヘスティア モリタ　ロウ ヘスティア
アワジ　メグミ ヘスティア マツモト　タクマ ヘスティア

ホソダ　アキヒロ エヌツー イシオカ　トシキ エヌツー
カリノ　シンイチ ドンドン フチガミ　カズマ ドンドン

シモムラ　ジュンイチ マックス シミズ　ミナミ タック
ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン ワタナベ　ユウイチ ルイードタバーン
タジマ　ユウ ルイードタバーン フジタ　ケイタ ルイードタバーン

オカダ　エイジ ダーツヤ　ブル タハラ　マイ ダーツヤ　ブル
クロシタ　ダイスケ スリーズハウス イシバシ　マイコ スリーズハウス
ヨネミツ　トシヒロ スリーズハウス ヨシノ　ユウコ スリーズハウス
オカモト　ヒロミツ スリーズハウス ニカモト　ユウヘイ スリーズハウス

タバラ　ヨシオ ジャロウ オカザキ　ダイスケ ジャロウ
ナワテ　トモノリ バンビーノ マツウラ　エリカ バンビーノ
カワベ　カズキ アインス タテイシ　トモヤ アインス
ハラ　ヒロヨシ ログログ クボ　ノリカズ ログログ

ナカムラ　カイキ エヌツー オノ　ツヨシ エヌツー
ウエタニ　ユウキ ライフ トモカネ　アヤコ ライフ

ムネノ　サトシ コミックバスター イワクニテン タカヒラ　カズヒコ コミックバスター イワクニテン
タグチ　ヨシヒロ アライズ オオノ　アミ アライズ

ツジノ　ノリカズ インテンション カネフジ　マユ インテンション
カミヤ　トモノリ タック キンジョウ　ヨシノリ タック

モリヨシ　ダイスケ アライズ タバタ　ヨシノリ アライズ
トミハラ　ヒロキ マックス マツムラ　ミホ マックス
マツダ　シュン スリーズハウス ササミ　アキホ スリーズハウス

ハマダ　タツマサ ポンテ マルヤマ　ダイキ ポンテ
シマムラ　トシマサ アヴァロン カタオカ　ユウキ アヴァロン

マツモト　アイ ファンタジスタ ノハラ　ノゾミ ファンタジスタ
オオツボ　カズオ プティー モリシタ　シュウジ プティー
ツナサキ　アイ ルイードタバーン タジマ　ハヤト ルイードタバーン
タナカ　ヒデタカ ブラスト タカモリ　リョウスケ ブラスト
ヨシダ　コウイチ ブラスト カネコ　チサ ブラスト
オキタ　ノボル ノヴァ モリノ　サキ ノヴァ
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

ミカサ　ユウダイ タック イシハラ　カナ タック
ヒサタニ　カナエ タック クラモト　ジュンヤ タック
イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン ドウゾノ　ジュナ ルイードタバーン

フクモト　カツユキ タック ドハーレ　ポール タック
サカキ　ユウタ アライズ ヨシダ　マリカ アライズ

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
キノシタ　ケント カルムロッジ クリバヤシ　アヤノ カルムロッジ
ワタナベ　タイチ ダーツヤ　ブル アオイ　イチロウ ダーツヤ　ブル
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
ヒラカワ　コナツ プティー オキタ　ユンペイ プティー
イトウ　ヨシノリ トレンディ コタニ　サチエ トレンディ

ヤマサキリョウスケ バンビーノ ヒラヤマ　カズヤ バンビーノ
ナリマツ　アキラ インテンション ミヤモト　マサコ インテンション

タケバヤシ　オサム インテンション アベ　アキラ インテンション
マツモト　タケアキ ノヴァ オカダ　リオ ノヴァ
ナカガワ　ユウスケ カラー カツベ　タクヤ カラー

カマタ　ユウキ アインス クセ　サヤカ アインス
ナカヤ　ヨシヒト ログログ マツモト　ガクジ ログログ
シイノキ　サヤカ ヘスティア カツモト　ミズキ ヘスティア

ヤマモト　カズヒロ ライフ コウロギ　アヤカ ライフ
フジワラ　ススム スリーネクスト マスモト　マサヒロ スリーネクスト

オグラ　メグミ ダーツヤ　ブル ナガタ　ヒロユキ ダーツヤ　ブル
ナカハラ　コウイチ ダーツヤ　ブル オカムラ　マコト ダーツヤ　ブル

イワサ　フユカ アージョ ニシコオリ　マサフミ アージョ
シバタ　リョウスケ ポンテ カラサワ　ミノル ポンテ
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オオウエ　シンキ トレンディ ヤマモト　マユ タック
ホンダ　シュウイチ ブラスト カワモト　リョウ ブラスト

オオサカ　ユキ ターゲット ヤマグチ　ユイナ ターゲット
ウエマツ　ヒデノリ エヌツー オカヒラ　ジュンヤ エヌツー
イワモト　アスナ タック イトウ　セレナ タック
タカハシ　ユウヤ ドンドン ダイカイ　マサキ ドンドン

シラハマ　カズヒロ ダーツヤ　ブル コヤマ　マサヨシ ダーツヤ　ブル
キタタニ　ユウコ ルイードタバーン イシザキ　アイ マックス ヒロシマエキマエテン
ナカノ　タツシ ルイードタバーン ナカタ　カイ ルイードタバーン
カリノ　ヨシオ ドンドン ナカムラ　スズエ ドンドン

ハットリ　テツヤ ダーツヤ　ブル イケウチ　タカヨシ ダーツヤ　ブル
イシハラ　ヨシノブ ダーツヤ　ブル コバタケ　アツノリ ダーツヤ　ブル

ミカワ　ツカサ プティー オザキ　タクヤ プティー
ミヤモト　ユキ ルイードタバーン トモダ　イツミ ルイードタバーン
チカミ　ナオキ マックス ヒロシマエキマエテン チカミ　ヒデト マックス ヒロシマエキマエテン
フカイ　ミキ インテンション フルカワ　アキ インテンション

ミヤヒラ　ジュン インテンション フジサカ　シュウイチ インテンション
クロサワ　タカシ ブラスト ヤノ　カツマサ ブラスト
ササキ　アキラ ブラスト キノウ　シズカ ブラスト
モリ　トモアキ ノヴァ タガタ　コウキ ノヴァ

カキハラ　コウスケ ターゲット オカダ　リオ ターゲット
ハスイケ　タクヤ カラー ブッサキ　マモル カラー

ネモト　カズミ ケーアンドケー テラカワ　サトシ ケーアンドケー
シモムラ　ヒロキ タック イシハラ　ケイスケ タック
トヨシマ　ヒロキ ライフ ヤマシタ　シンタロウ ライフ
アベ　リョウガ スリーズハウス ウエオカ　ヒロヤ スリーズハウス
ハナダ　タクヤ プティー ノザワ　マコト プティー

ナカムラ　ヒカル ドンドン クリス　ユウマ ドンドン
キハラ　ユカ アライズ タルミ　アカネ アライズ
カメダ　ホマレ ダーツヤ　ブル ミツイ　アキヒロ ダーツヤ　ブル
タカノ　メグミ ファンタジスタ タバタ　クミコ ファンタジスタ

ナガレダ　シンジ プティー オオバ　カズミ プティー
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
イケガミ　トモノリ 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
ササキ　イサオ ブラスト テラモト　サキコ ブラスト

ヤシキ　リエ ノヴァ クマガイ　オミ ノヴァ
ドウカン　ショウ カラー フルキ　シホ カラー
ヒガシ　ダイスケ ヘスティア ヤマウチ　マサシ ヘスティア
イチモト　ショウタ ドンドン オカザキ　ゴロウ ドンドン
ヤマモト　シュウジ ドンドン ササオカ　ナツキ ドンドン
フジワラ　ヨウヘイ スポルト カナモト　ジュンコ スポルト

イタノ　ユウヤ ライフ ハマグチ　チカラ ライフ
ヤマダ　シュウヘイ ルイードタバーン クボタ　コウヘイ ルイードタバーン
マエダ　イッコウ ルイードタバーン イワサキ　タカヒロ ルイードタバーン
マエダ　トシアキ ポンテ キタダ　ショウダイ ポンテ
キムラ　タカヒロ ルイードタバーン テラモト　ケント ルイードタバーン

アラタニ　カズナリ インテンション カトウ　カズヤ インテンション
クギミヤ　ミナ ヘスティア ハマノ　ミユ ヘスティア

イノカケ　ユウキ ライフ ヒラカワ　アツシ ライフ
ハマサキ　カイセイ ライフ カワモト　シンゴ ライフ
マツザキ　モモコ タック ニシダ　アスミ タック
オガワ　ハルカ アライズ ミゾグチ　アケミ アライズ
クヨシ　アキノリ タック ノサカ　チエ タック
イシカワ　マナミ ヘスティア サカタ　アイナ ヘスティア

ナガヒサ　ユイ ファンタジスタ ナガヒサ　マイ ファンタジスタ
ヤナギダ　ヒサユキ ルイードタバーン ヤガミ　カズキ ルイードタバーン

タケダ　ショウゴ ドンドン カサオカ　モモコ ドンドン
シマムラ　カナ バンビーノ フジシマ　アヤカ バンビーノ
ニイ　チサト バンビーノ ソフィア ナツキ バンビーノ

ビギナー
フライト

Ｃ
フライト


