
ＭＯＮＳＴＥＲ岡山　フライト別リスト

フライト 名前 ロケーション 名前 ロケーション

ﾉｰﾘﾐｯﾄ フジイ　カツノリ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ タカハシ　ユウスケ ファンタジスタ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ イマムラ　ショウマ マックス フクヤマ モリナガ　ジン マックス フクヤマ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ アラカワ　リキ タック ヒロナカ　ナツミ タック
ﾉｰﾘﾐｯﾄ オカザキ　アキラ アバロン シラハマ　トモミ アバロン
ﾉｰﾘﾐｯﾄ ニシザワ　ユウジ ファンタジスタ アツタ　カイム ファンタジスタ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ オオシマ　ユウヤ マックス フクヤマ オガワ　リョウスケ マックス フクヤマ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ マツモト　ショウ レッドボックス ササハラ　シンヤ レッドボックス
ﾉｰﾘﾐｯﾄ ニシザキ　トシキ アインス ヤマサキ　ケイスケ アインス
ﾉｰﾘﾐｯﾄ ミナミ　タツキ ファンタジスタ ゴトウ　ケン ファンタジスタ
ﾉｰﾘﾐｯﾄ ミゾブチ　カナエ レッドボックス マガミ　シュウヘイ レッドボックス
ﾉｰﾘﾐｯﾄ オカザキ　リョウ ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ ランス イシイ　マサヤ ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ ランス

A ワカバヤシ　タカフミ アバロン カタオカ　ユウキ アバロン
A ウメタニ　ケンジ アライズ タマル　リョウケン アライズ
A ササキ　ハジメ アインス カワハラ　トモコ アインス
A ウチダ　トモヒロ ダーツダイガク カマタ　マサトシ ダーツダイガク
A 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
A キヨシゲ　ユウヤ サムスアップ ハセガワ　ヒロシ サムスアップ
A ヨコヤマ　ジョウ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ マツダ　タカシ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ
A フジイ　ヨウスケ ブラスト シノザワ　サトシ ブラスト
A ヤマグチ　キョウヘイ ニワカフェ カタオカ　タケシ ニワカフェ
A アラキ　フミオ アバロン イシザキ　マモル アバロン
A コウノ　ユウタ タック コガ　カツヤ タック
A カワバタ　ダイキ ジェイフラット モツトモ　シンジ ジェイフラット
A マツモト　アラシ ファンタジスタ テシガハラ　ダイスケ ファンタジスタ
A タケダ　マサト スタジオ イロハ ナカツカ　ユカ スタジオ イロハ
A マエオカ　トモカズ ハナビ チハラ　ユウ ハナビ
A ウツノミヤ　コウキ スタジオ イロハ ヒナ　ソウイチロウ スタジオ イロハ
A ナガヤス　コウヘイ ニワ　カフェ ウエツキ　ユウタ ニワカフェ
A カミダ　ユウスケ アバロン ミゾグチ　ヨウコ ブレイクスルー
A ヤマガミ　ノブユキ バー デスペラード サイオ　テルミチ バー デスペラード
A カワハラ　ユウキ ファンタジスタ タカハシ　メグミ ファンタジスタ
A コウゲ　ユキヤ スタジオ イロハ ヤスハラ　フミヤ スタジオ イロハ
A ハガ　カズシ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ フチガミ　タツノリ バスタブジン
A タカハシ　リョウスケ ダーツバーハチ ワタナベ　ユウタ ダーツバーハチ
A フジモリ　ヒロフミ アバロン カタヤマ　チエ アバロン
A クラモト　ユウヤ レッドボックス ハハクラ　ユウイチ レッドボックス
A タマガワ　マサシ アバロン シマムラ　トシマサ アバロン
A オオサキ　ヒロカズ ファンタジスタ ナガヒサ　ユイ ファンタジスタ
A ヒカサ　ケイタ レッドボックス マエダ　シンジ レッドボックス
A ヤマウチ　リョウ タック トリイ　ヒロヤス タック
A タケハラ　ヨシオ アインス カマタ　ユウキ アインス

B スミヤ　ヨシユキ ナチュラルナイン イケブクロ マツモト　カズマサ ナチュラルナイン イケブクロ
B イシマル　トシユキ ブレイクスルー スズキ　ヨシキ ブレイクスルー
B ナカムラ　ツナヒト サムスアップ イケダ　シンジ サムスアップ
B クロズミ　ケンジ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ サトウ　ノブヤ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ
B ナカムラ　トモヒロ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｼｮｯﾌﾟ コーク オカ　ミキ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨｼｮｯﾌﾟ コーク
B コンドウ　シュウト ダーツバー ミュー フカワ　アキヒサ ダーツバー ミュー
B コバヤカワ　リョウ ダーツダイガク コバヤシ　シンタロウ ダーツダイガク
B マルノ　マサト アバロン クサチ　ヨウイチロウ アバロン
B サノ　ケイシ マックス フクヤマ タムラ　タクミ マックス フクヤマ
B ヒガキ　タカユキ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ カキモト　トモコ ウルトラス
B フカワ　ユウキ ダーツバー ミュー フカワ　ヒロト ダーツバー ミュー
B マツモト　キラ ファンタジスタ スズキ　リュウヤ ブライトカーズカンパニー
B ナカオ　サキ レッドボックス ササハラ　マイ レッドボックス
B ヒラタ　ヨシユキ アージョ モリカワ　ケイジロウ アージョ
B オオウラ　カズヤ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ オオウラ　ユカリ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ



B オカモト　キョウヘイ キャッスルロック ミシマ　ヨウヘイ キャッスルロック
B ウエノ　タイチ アージョ イワサ　フユカ アージョ
B 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
B オカダ　エイジ ターゲット ウエノ　アヤカ ターゲット
B 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
B ヤギ　ツヨシ ベティ カスウ　リサ ベティ
B ヤマシタ　マサヒロ カフェ スプレイ ハシモト　マドカ カフェ スプレイ
B 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
B タカモト　セイジ ログログ ワタナベ　ミユ ログログ
B ワタナベ　ダイチ ダーツヤ　ブル オオウエ　シンキ トレンディー
B モトオカ　ヒロユキ アバロン モトオカ　ユウコ アバロン
B ウラヤ　トオル ジェイフラット フジイ　ナナト ジェイフラット
B ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ シイノキ　サヤカ ロデオガレージ
B アカシ　トモヒロ ターゲット ヤマサキ　レイシ ターゲット
B ヒラタ　ケン バー イチヨンイチ ザイゼン　ダイキ バー イチヨンイチ
B イズミ　ヒデアキ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ コンドウ　ユウジ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ
B モリキ　ミホ トレンディー オオモト　ヒトシ トレンディー
B フルカワ　ヤスヒロ ビリヤード ショット ミマ　ヤスユキ ビリヤード ショット
B エグチ　ユウジ ファンタジスタ ナガヒサ　マイ ファンタジスタ
B キシ　ナオヤ タクミ オオムロ　キョウセイ タクミ
B アベ　マサヤ ファンキョウドウ モリカワ　コウイチ ファンキョウドウ
B ナカノ　タカユキ ログログ クボ　ノリカズ ログログ
B フジナガ　ノボル ビーハイブ イワムラ　ミカ ビーハイブ
B ヤマシタ　ツバサ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ カシハラ　ヒロトシ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ トゥエルブ
B ナカムラ　シンジ アインス クセ　サヤカ アインス
B トサ　ダイキ マックス フクヤマ サカグチ　ユウヤ マックス フクヤマ
B ノグチ　タカヒロ アローズ キシ　タケシ アローズ
B ヤマオ　ミネユキ ターゲット バンドウ　ユカ ターゲット
B アリモト　ヒロキ タクミ ウチヤマ　ヒデキ タクミ
B スケカワ　シンイチ ハナビ タニバヤシ　ユウジ ハナビ
B モリ　マサオ ブレイクスルー キムラ　テルフサ ブレイクスルー
B ヤマサキ　フミアキ サムスアップ ヤマサキ　リエ サムスアップ
B イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン ナワテ　シュウヘイ ルイードタバーン
B シンベ　ダイスケ カフェ スプレイ ヒラタ　テツヒロ カフェ スプレイ

Ｃ オノ　サトシ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ ツキザワ　テルヒコ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ
Ｃ イノウエ　ノブヤ ベティ イクタ　カズヤ ベティ
Ｃ ヌマモト　カツヤ ダーツダイガク フクシマ　ナオユキ ダーツダイガク
Ｃ ヤスイ　マサヒロ バスタブジン イハラ　エイイチ バスタブジン
Ｃ 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
Ｃ タケダ　ケイスケ バー デスペラード カワカミ　リョウ バー デスペラード
Ｃ フチガミ　ユミコ バスタブジン ミナミ　カズタカ バスタブジン
Ｃ イシダ　カズノリ ダーツダイガク コバヤシ　ユウキ ダーツダイガク
Ｃ イタノ　セイジ ニワカフェ オオツボ　マホミ ニワカフェ
Ｃ エンドウ　ユタカ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ タカミヤ　ヒロシ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ
Ｃ イヌヅカ　ナオト ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ オオモリ　マサユキ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ
Ｃ ヤマグチ　ユウ スタジオ イロハ クロダ　アツシ スタジオ イロハ
Ｃ カン　ユウキ ファンキョウドウ シオジ　ユキ ファンキョウドウ
Ｃ ハタ　タツヤ ｶﾌｪﾊﾞｰ ファイン アナダ　ノリユキ ｶﾌｪﾊﾞｰ ファイン
Ｃ クスモト　コウキ ブレイクスルー クスモト　レン ブレイクスルー
Ｃ ミヤモト　カズシ ジェイフラット ナカヤ　ヨシヒト ジェイフラット
Ｃ イシハラ　シュウジ カフェ スプレイ コビキ　リョウタ カフェ スプレイ
Ｃ キクチ　アトミ サムスアップ ワカハラ　ツトム サムスアップ
Ｃ ハヤシ　ナオキ ジェイド シミズ　ケンタ ジェイド
Ｃ オガワ　ハルカ タック スガワラ　ヨシミ タック
Ｃ ササキ　タエコ ブラスト コウダ　アオイ ブラスト
Ｃ モリシタ　マコト ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ モンマ　グン ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ
Ｃ 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
Ｃ スギハラ　トシユキ バー デスペラード ウラ　マサユキ バー デスペラード
Ｃ カジナミ　ミユキ エルドラド カワサキ　カオリ エルドラド



Ｃ クニタダ　サトル タクミ ナカセ　カツトシ タクミ
Ｃ ササキ　イサオ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト
Ｃ ハシモト　シンヤ ローズマリー モリ　シゲキ ローズマリー
Ｃ イシイ　トモヒト ディアーズ コイヌマ　ナオコ ディアーズ
Ｃ 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
Ｃ オオカワ　ヒデトシ アインス メンデン　マサヒロ アインス
Ｃ モリヨシ　ダイスケ アライズ タバタ　ヨシノリ アライズ
Ｃ オオオカ　ケンジ ダーツダイガク シラハマ　ミホ ダーツダイガク
Ｃ ムラヤマ　タカヨシ ファンタジスタ エダシゲ　トモヤ ファンタジスタ
Ｃ コマダ　サトシ カフェ スプレイ カワニシ　ノリエ カフェ スプレイ
Ｃ ナカガワ　コウジロウ レッドボックス ウメカワ　カナ レッドボックス
Ｃ ミヤナガ　ショウタ カフェ スプレイ カワチ　ナオト カフェ スプレイ
Ｃ ナカムラ　カズトシ ブレイクスルー ナカタ　ユミ ブレイクスルー
Ｃ ヒダ　シュウジ ベティ オオシタ　アサコ ベティ
Ｃ モリ　ミツキ ファンタジスタ シゲイ　アヤノ ファンタジスタ

Ｎ モリ　タカヨシ ファンタジスタ マツモト　アイ ファンタジスタ
Ｎ フジワラ　ツバサ マックス フクヤマ オモテ　マサヨ マックス フクヤマ
Ｎ ムトウ　リュウジ ウルトラス ムトウ　ナツミ ウルトラス
Ｎ エンドウ　キョウヘイ アローズ コイズミ　アヤノ アローズ
Ｎ イトウ　シュン バー デスペラード アサヤマ　カズヒコ バー デスペラード
Ｎ ナガイ　トモカズ キャッスルロック モリモト　マナミ キャッスルロック
Ｎ ニシムラ　ヒロフミ タクミ ツダカ　アツシ タクミ
Ｎ イシマル　エリ ログログ マツモト　ガクジ ログログ
Ｎ ニシコオリ　マサフミ アージョ ハルヤマ　アユミ アージョ
Ｎ シライ　アユミ レッドボックス カミムラ　ハルナ レッドボックス
Ｎ ナカシマ　ミチル ニワカフェ ウエツキ　ユカ ニワカフェ
Ｎ サケミ　コウタロウ バスタブジン サトウ　ヒデキ バスタブジン
Ｎ モリシタ　アキチカ ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ ランス ナカムラ　ユウタ ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ ランス
Ｎ タマイ　ミサキ ログログ タムラ　モナミ ログログ
Ｎ シンミョウ　ジュン ローズマリー タカハシ　サヤカ ローズマリー
Ｎ タナカ　フミヤ フリッツバー モリイ　ショウタ フリッツバー
Ｎ タジマ　ハヤト ルイードタバーン イケタニ　ナオキ ルイードタバーン
Ｎ フサザキ　サヤカ レッドボックス ヤマシタ　ミキ レッドボックス
Ｎ タムラ　ヒロシ ファンタジスタ タムラ　ヨシエ ファンタジスタ
Ｎ サトウ　ケンゴ ファンタジスタ モリ　ユウ ファンタジスタ
Ｎ モリモト　ユウキ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ イケダ　ケンゴ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟティト ｵｶﾔﾏ
Ｎ ヒキノ　マサトシ ダーツバー ミュー タカハシ　ナオキ ダーツバー ミュー
Ｎ タミ　ヨシキ バー イチヨンイチ カミジ　キョウカ バー イチヨンイチ
Ｎ コジョウ　ヨシアキ カフェ スプレイ クマシロ　カズエ カフェ スプレイ
Ｎ ニシカワ　ナオキ ファンタジスタ コバヤシ　ウララ ファンタジスタ
Ｎ エガワ　エリカ トレンディー コタニ　サチエ トレンディー
Ｎ サト　リョウ ダーツバー ミュー マキノ　ハナ ダーツバー ミュー


