
西中国最強決定戦2019　エントリーリスト
■・・・Ｗエントリー

名前 ロケーション 名前 ロケーション
トップガン
シングルス

希望

トップガン
シングルス

希望
タブチ　シンペイ ビービー オオバ　カズミ ビービー
ヒロフジ　ダイキ ビービー カフク　ミキ ビービー
ナガレダ　シンジ ビービー オオバ　ヒトシ ビービー
モリシタ　シュウジ ビービー フジワラ　ダイキ ビービー
アラキ　サトヒロ ビービー フクダ　ハヤト ビービー
ヨシムラ　ユウタ ビービー タキグチ　アカリ ビービー
オザキ　タクヤ ビービー ヤマサキ　マナミ ビービー

オオバ　シュウヘイ ビービー マチダ　ジュリア ビービー
オオツボ　カズオ ビービー イチイ　ケンタ ビービー
タケウチ　ユウジ ダーツヤ　ブル クロサワ　タカシ ブラスト

ムラ　トオル プラスナイン ニイタ　マサミ ダーツヤ　ブル
ハヤカワ　シンイチ ダーツヤ　ブル クスモト　ヒデトシ ダーツヤ　ブル ●
コヤマ　マサヨシ ダーツヤ　ブル シラハマ　カズヒロ ダーツヤ　ブル
ホリ　カズユキ ダーツヤ　ブル ワキガワ　シロウ ダーツヤ　ブル

イケウチ　タカヨシ ダーツヤ　ブル オカダ　エイジ ダーツヤ　ブル
オガワ　キヨタカ ダーツヤ　ブル ヨシダ　キョウヘイ ダーツヤ　ブル
トキムラ　コウシ ダーツヤ　ブル ヤマサキ　ヒロアキ ダーツヤ　ブル
ワタナベ　ダイチ ダーツヤ　ブル ワキガワ　シホ ダーツヤ　ブル
ハットリ　テツヤ ダーツヤ　ブル イシハラ　ヨシノブ 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
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

コバタケ　アツノリ ダーツヤ　ブル イケウチ　カンジ ダーツヤ　ブル
キヌタニ　シュウジ ファッシネイト スガタ　ケンヤ ファッシネイト
ナンカク　マモル エヌツー コウノ　ガイト エヌツー
ナカシマ　フミヤ エヌツー ウエマツ　ヒデノリ エヌツー
シブヤ　マサヒロ エヌツー オノ　ツヨシ エヌツー
ホソダ　アキヒロ エヌツー イシオカ　トシキ エヌツー
カネコ　ヒロフミ エヌツー ナカムラ　カイキ エヌツー
ワキモト　タケシ エヌツー キタナガ　タツヤ エヌツー

マツダ　ダイ インテンション フジサカ　シュウイチ インテンション
ヒラタ　シンイチ インテンション ミヤモト　カズキ インテンション
フカイ　エイゴ インテンション コバヤシ　シュウイチ インテンション ●
ササキ　ミカ インテンション ミトマ　ナオナリ インテンション ●

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
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

ツジノ　ノリカズ インテンション カナフジ　マユ インテンション
ハブ　ユウキ インテンション シブカワ　ジュリ インテンション

ナリマツ　アキラ インテンション ヤマダ　リコ インテンション
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
タケウチ　カズト プラスナイン オハタ　エツヤ プラスナイン

タカハシ　カツノリ トレンディ ホリ　シゲアキ トレンディ ●
オカノ　ショウ トレンディ イデモト　ミチオ トレンディ ●
エガワ　エリカ トレンディ コタニ　サチエ トレンディ
ハラ　カズヒロ トレンディ ミズグチ　アツキ アライズ ● ●

スミカワ　タケル トレンディ コタニ　ケンタ トレンディ ● ●
モリ　トモアキ トレンディ オオモト　ヒトシ トレンディ

クワハラ　ミツノブ トレンディ モリタ　ロウ トレンディ
オオウエ　シンキ トレンディ クハラワ　リナ トレンディ
ヒラシマ　キヨマサ トレンディ アサダ　ユイ トレンディ

ミヤモト　ユキ ルイードタバーン マツザキ　モモコ ルイードタバーン ●
ニシムラ　ユウキ ルイードタバーン イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン
オガワ　シンジ ルイードタバーン カシマ　レナ 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
ツナサキ　アイ ルイードタバーン コジマ　リキヤ ルイードタバーン
ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン



コダマ　コウタ ルイードタバーン ササキ　フウカ ルイードタバーン
ヨコタ　ヒロユキ ルイードタバーン オウギタニ　マイ ルイードタバーン
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
コイケ　ユウタ ロデオガレージ ナリタ　タスク ロデオガレージ

ドド　ヨシオ ロデオガレージ シイノキ　サヤカ ロデオガレージ
ヨコサカ　タカハル ﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ ハット ハジマ　ミノル ﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ ハット
サブロウマル　ユウ バー サブロウマル コガ　カツヤ タック

ハシモト　シュン バー サブロウマル ワタナベ　カンタ バー サブロウマル
クボタ　シンヤ バー サブロウマル ツジイ　リョウマ バー サブロウマル
イシダ　タカヒロ バー サブロウマル タカハシ　マヒロ バー サブロウマル
ニシノ　シンヤ バー サブロウマル ナカノ　タカミ バー サブロウマル
コンドウ　マミ バー サブロウマル コンドウ　キョウヘイ バー サブロウマル

クシベ　コウヘイ バー サブロウマル ナス　ユウダイ バー サブロウマル
ヨシダ　コウイチ ブラスト フジワラ　アキヒロ ハート
タナカ　ヒデタカ ブラスト ハシモト　トモアキ ブラスト

ハシモト　ダイスケ ブラスト ヤノ　カツマサ ブラスト
オオハラ　シンタロウ ブラスト イケダ　タカシ ブラスト

シロウダ　ヒロミ ブラスト シロウダ　マナブ ブラスト
モリ　シュウジ ブラスト タムラ　アヤカ ブラスト
ウネダ　タケシ ブラスト シバタ　タケシ ブラスト
フジイ　ナオキ ブラスト コヒラ　タイチロウ ブラスト

モリヨシ　ダイスケ アライズ シラキ　チサ ブラスト
オガワ　シュンヤ ブラスト ヤマダ　ユウタ ブラスト
トマリノ　レイジ ブラスト シミズ　リナ ブラスト

キノウ　ヒサアキ ブラスト ササキ　アキラ ブラスト
カタオカ　カツヒト ブラスト コウダ　アオイ ブラスト
ササキ　タエコ ブラスト ササキ　イサオ ブラスト
フジイ　ヨウスケ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト
ササキ　ユウタ ブラスト セノ　シオリ ブラスト

ハマサキ　ダイキ ブラスト トヨアキ　マイ ブラスト ● ●
モトヒロ　タカシ ペニーレーン コウモト　カズオ ペニーレーン
マナベ　ヒデヤ マックス ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ タニカワ　クンソウ マックス ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ ●
チカミ　ナオキ マックス ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ セイノ　トシヒロ 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 イシマル　エリ マックス ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ

マルヤマ　トモキ バンビーノ マリワケ　ヒロシ バンビーノ
フジタ　コウジ バンビーノ ツノダ　ヨウヘイ バンビーノ

アレン　マイケル バンビーノ サキムラ　ユウスケ バンビーノ
セザキ　ダイスケ バンビーノ ヨネミツ　カナト バンビーノ
ヤマモト　ダイスケ バンビーノ ナカタ　コウイチ バンビーノ
カラシタ　ケンタ バンビーノ サカキ　ユウタ タック
カワタ　マモル バンビーノ セノオ　ナオキ バンビーノ
ヤノ　ヨシヒト バンビーノ ナガトミ　マコト バンビーノ

ヤマサキ　リョウスケ バンビーノ クボタ　コウヘイ バンビーノ
ハマダ　タカノリ バンビーノ モリヤマ　ヒロシ バランス
シマムラ　カナ バンビーノ ツルタ　チサト タック

ヒラヤマ　カズヤ バンビーノ ヤマグチ　ナツキ バンビーノ
カミヤ　トモノリ バンビーノ ヒガ　マイコン バンビーノ
モリ　セイヤ バンビーノ マキノ　ユウジ タック ● ●

ホンダ　ナオキ バンビーノ ムカイ　ユウキ バンビーノ
オザワ　タクミ バンビーノ サトウ　コウジ バンビーノ
カネウチ　リク シーバス アワジ　メグミ シーバス

ニシハラ　ユウタ シーバス マエダ　ミサ シーバス
フジイ　タカヤ シーバス ソノダ　シナリ シーバス
ノザワ　マコト プティー ハナダ　タクヤ プティー
フジイ　サキコ プティー ホリ　シンイチ プティー ●

タナカ　ヨシナオ プティー ヒラカワ　コナツ プティー
シオミ　ケイジュ プティー ワキサカ　エリ プティー ●
ウエノ　タイチ アージョ ナガオカ　ユウト アージョ ●

ニシコオリ　マサフミ アージョ ハルヤマ　アユミ アージョ



ヒラタ　ヨシユキ アージョ ヤマグチ　ユカ アージョ ●
モチダ　コウ アージョ グシケン　ムネヨシ アージョ

イワサ　フユカ アージョ ヨシダ　タカシ アージョ
クロダ　ダイスケ スリーズハウス アラキ　ユカリ スリーズハウス
ヤマダ　ケンジ スリーズハウス コニシ　ヒロユキ スリーズハウス

カワカミ　ヤスユキ スリーズハウス マツダ　シュン スリーズハウス
イシバシ　マイコ スリーズハウス ウエオカ　ヒロヤ スリーズハウス

ヨシムラ　リョウスケ スリーズハウス ナカノ　ユウジ スリーズハウス
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

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
ハマモト　シンゴ タック モリタ　カナ タック
ヒロナカ　ナツミ タック イマイ　ケンジ タック ●
コウノ　ユウタ タック スガ　シンジ タック

ヤマウチ　リョウ タック フクモト　カツユキ タック
タノウエ　タカヒロ タック ヒラオカ　ヒデアキ タック
スガモト　リョウタ タック カワノ　ケイ タック
イノウエ　ユウキ タック アラカワ　リキ ハート ●
ミゾグチ　トオル タック シモムラ　ジュンイチ マックス ●
カイチ　タカノリ タック イワモト　アスナ タック ●

ナカムラ　タカユキ タック シオヤマ　ハルカ タック ●
アベ　ミツアキ タック コウグチ　シンイチ タック ●
マサキ　ヨシキ タック コヤナギ　ユウヤ タック
ナガタ　リツキ タック イシザキ　ヨシヒロ タック
オガワ　ジン タック マエダ　トシアキ タック

ハタノ　シンスケ タック キシダ　ヒロアキ タック
キクチ　タツユキ タック カワモト　ユウキ タック
キシノ　ナオユキ タック クロカワ　ユウキ タック
ヤマザキ　ダイチ タック オカ　ナツホ タック
スガ　オキナリ バランス ヤマジ　アキラ バランス ● ●
トヨシマ　ヒロキ バランス ハラノ　エリ バランス
クスダ　ヒロトシ バランス マリテル　ガルシア バランス

マサモリ　リョウジ スリーネクスト ヤカベ　ヒデキ スリーネクスト ●
フジハラ　ススム スリーネクスト カタギリ　ユウスケ スリーネクスト
コンドウ　シゲオ スリーネクスト オクタニ　アサミ スリーネクスト
シミズ　ユウジ スリーネクスト コタニ　クミコ スリーネクスト

ウエノ　マサカズ ターゲット サトウ　ジュン 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
アカシ　トモヒロ ターゲット ヤマサキ　レイシ ターゲット
ムラカミ　トモヤ ターゲット ツバキ　アヅサ ターゲット ● ●

エノキ　ショウヘイ マックス イカワ　リュウスケ マックス ● ●
モリナカ　タカヒロ マックス ヤマネ　ハルカ マックス
ヤマモト　リョウキ マックス イイダ　ヒロキ マックス

オクダ　ケンジ マックス オキタ　ケイジ マックス
ハマダ　リョウヤ マックス シバサキ　マサシ マックス
ヒラオカ　カズヤ マックス ハットリ　ヤスシ マックス

カワシゲ　ヒデユキ マックス イクノ　アキヒコ マックス ●
ナカタ　ユウ アライズ ニゴタ　ヒロユキ アライズ
ニキ　オサム 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 タケシタ　アヤコ アライズ
キヨイ　ヒロシ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ

ササキ　タケミツ アライズ ヨシダ　レイカ アライズ
コウノ　カズヤ アライズ タケナワ　タカヨ アライズ

ミゾグチ　アケミ アライズ オガワ　ハルカ アライズ
ウメタニ　ケンジ アライズ ヨシダ　タカトシ アライズ

タマル　リョウケン アライズ ササキ　ケンタ アライズ
モリヨシ　ダイスケ アライズ シラキ　チサ アライズ
タカハシ　ユウヤ アライズ アオキ　ゲンタ アライズ
ムラオカ　エイキ アライズ ヨコヤマ　ムネヒロ アライズ
カワモト　タクト アライズ タバタ　ヨシノリ アライズ



マツモト　ヨウセイ ノヴァ ミヤケ　ジュリ ノヴァ
オオイシ　リョウ ノヴァ オオイシ　ケイスケ ノヴァ
イマタニ　ノリオ ノヴァ ミネ　リュウタロウ ノヴァ
タガタ　コウキ ノヴァ ナカイ　リョウタ ノヴァ

ヤマグチ　ユウキ ノヴァ タケシタ　リュウスケ ノヴァ
オキタ　ノボル ノヴァ サダノ　アツシ ノヴァ
モリキ　ミホ ハート モリキ　ミツシ ハート

サカイ　タカヒロ ハート ナワテ　シュウヘイ ハート
ヒロセ　シュウジ ハート イリエ　ヒデアキ ハート ●
ヤマサキ　ススム カラー フクハラ　カズシゲ カラー ●

エンドウ　キョウヘイ アローズ コイズミ　アヤノ アローズ
キシ　タケシ アローズ ヤマネ　エツコ アローズ

ノグチ　タカヒロ アローズ アシオ　ガク アローズ
オカザキ　ゴロウ ドンドン カジエ　ユウタ ドンドン
カリノ　シンイチ ドンドン ソラナカ　アヤコ ドンドン
フチガミ　カズマ ドンドン カワダ　ヒロキ ドンドン


