
ピーチカップ岡山2020　エントリーリスト

■・・・・ Ｗエントリー

ナマエ ロケーション ナマエ ロケーション

シオタニ　テツヤ プレイズ オブ アス オオシタ　アサコ プレイズ オブ アス

ヒダ　シュウジ プレイズ オブ アス イクタ　カズヤ プレイズ オブ アス

カシハラ　タクヤ ショットバー ワ キタムラ　ユウスケ ショットバー ワ

ムトウ　リュウジ ウルトラス クラシキ ウチダ　カズキ ウルトラス クラシキ

カキモト　トモコ ウルトラス クラシキ ナス　ミナコ ウルトラス クラシキ

ミマ　ヤスユキ ビリヤード ショット フサザキ　サヤカ ビリヤード ショット

ナカムラ　ノブヒロ 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

セキ　ケンタ ファンタジスタ イケモト　サトシ ラリルレロ

ナガヤス　コウヘイ ラリルレロ カワハラ　ヒデヤ ラリルレロ

ヤマシタ　ツバサ 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

ヨコヤマ　ジョウ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ　トゥエルブ ヨコヤマ　メグミ 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 カシハラ　ヒロトシ ｽﾎﾟｰﾂｶﾌｪ　トゥエルブ

ヨシムラ　ミチモリ ソウルズ　キョウト マツウラ　カズマ ソウルズ　キョウト

ナガイ　トモカズ ニワ　カフェ ナンバ　ナオコ ニワ　カフェ

ナカシマ　ミチル ニワ　カフェ オカムラ　ナミ ニワ　カフェ

イタノ　セイジ ニワ　カフェ オオツボ　マホミ ニワ　カフェ

シンタニ　ヨシタカ ニワ　カフェ マルオ　ジュンコ ニワ　カフェ

ホンイデン　タツヤ タクミ キシ　ナオヤ タクミ

クニタダ　サトル タクミ ウチヤマ　ヒデキ タクミ

ニゴタ　ヒロユキ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ

ナガレタ　シンジ アライズ タバタ　ヨシノリ アライズ

ウメタニ　ケンジ アライズ タマル　リョウケン 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

イワタ　ダイ トリアエズエンス？ スズキ　ショウヘイ トリアエズエンス？

オオタニ　マサキ ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ　ランス ナカムラ　ケイゴ ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ　ランス

コタニ　トオル ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ　ランス ミタ　ヨシヒロ ﾀﾞｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ　ランス

サイトウ　シホ サムスアップ ナカムラ　ツナヒト サムスアップ

ミツハタ　ナオキ サムスアップ イヌカイ　ヒデタカ サムスアップ

ウチノ　マサユキ サンマルマルジェイピーワイ ヒ　カ サンマルマルジェイピーワイ

コナカ　シゲル サンマルマルジェイピーワイ コバヤシ　サトシ サンマルマルジェイピーワイ

ヨシダ　イサオ ディアーズ ヨシダ　シンヤ ディアーズ

ナカムラ　レツキ ディアーズ タカイシ　ナオキ ディアーズ

サワサキ　ヨシタカ ディアーズ ノナカ　カオリ ディアーズ

コイヌマ　ナオコ ディアーズ ハルナ　ユウキ ディアーズ

タナカ　コウキ ディアーズ カンダ　トモヤ ディアーズ

タカヒラ　カズヒロ ディアーズ コバヤシ　ケンイチ ディアーズ

カワベ　カズキ ココナ ハマダ　ケンタ ココナ

ヒロセ　マユミ ココナ フジタ　ミユ ココナ

ヒロセ　タカシ ココナ サカモト　カリン ココナ

ユクベ　ユキエ ココナ ヤマサキ　トモミ ココナ

カワハラ　テツヤ ココナ ケイシ　アキヒロ ココナ

ミズタ　コウイチ ココナ フジイ　ヒロマサ ココナ

フジイ　エリ ココナ ナカムラ　ユウタ ココナ

マツザキ　ヨシヒト ルイードタバーン ヤガミ　カズキ ルイードタバーン

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

ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン ナカムラ　ユウキ ルイードタバーン

ニシムラ　ユウキ ルイードタバーン マナベ　ヒデヤ マックス ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ

シミズ　リョウヘイ ルイードタバーン ヤマダ　ユウタ ルイードタバーン

コジマ　リキヤ ルイードタバーン モリタ　ショウグン ルイードタバーン



カケエ　シゲル ルイードタバーン ヨコタ　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 ワタナベ　アヤノ ルイードタバーン

タサカ　ケンゴ ダーツダイガク ヌマモト　カツヤ ダーツダイガク

ナカムラ　カズトシ ブレイクスルー コガ　トシヤ ブレイクスルー

オカモト　ミホ ブレイクスルー サトウ　マリナ ブレイクスルー

イシマル　トシユキ ブレイクスルー カワカミ　マサヒロ ブレイクスルー

モリワケ　ヒロシ ｽﾎﾟｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ バンビーノ アオイ　イチロウ ｽﾎﾟｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ バンビーノ

カイチ　タカノリ ｽﾎﾟｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ バンビーノ シオヤマ　ハルカ ｽﾎﾟｰﾂｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ バンビーノ

タカセ　カズナリ ハッチャン ゴタンダ　レイカ ハッチャン

オオニシ　ユウ ハッチャン タネコ　ケンスケ ハッチャン

ヤマサキ　タツヤ ハッチャン ナガオ　トモキ ハッチャン

ハラダ　トオル ハッチャン カネザキ　ユウマ ハッチャン

モリ　マサシ ビーハイブ オカザキ　ナオキ ビーハイブ

オカザキ　ノブヒロ ビーハイブ イノウエ　タカヒロ ビーハイブ

セキモト　コウタロウ ビーハイブ ヤマモト　ノブマサ ビーハイブ

ナカムラ　キヨタカ ビーハイブ ミヨシ　トモノリ ビーハイブ

オオキ　タカヒロ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ マエハラ　ウキョウ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ

スズキ　リョウマ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ コオリ　リョウタ 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 オノ　サトシ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ

クマシロ　タクミ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ イズモト　マホ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ

ナガタ　ケイスケ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ サキヤマ　ユウジ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ

タナカ　トシフミ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ ハマナカ　カイト 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 イヌヅカ　ナオト ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ティトオカヤマ

クギザキ　コウキ バー キャッスルロック フジナワ　アキヒト バー キャッスルロック

ウエノ　マサカズ ターゲット イシダ　タケハル ターゲット

ヤマサキ　レイシ ターゲット アカシ　トモヒロ ターゲット

コイズミ　アヤノ ターゲット ミタ　ユウタ ターゲット

キヌタニ　シュウジ ターゲット フジタ　ユウキ ターゲット

タケヤマ　ユウキ ターゲット ウエノ　アヤカ ターゲット

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

カワチ　ナオト カフェ　スプレイ カワニシ　ノリエ カフェ　スプレイ

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

シオミ　ケイジュ カフェ　スプレイ アオキ　ユキ カフェ　スプレイ

マスダ　ヒロト カフェ　スプレイ シンベ　ダイスケ カフェ　スプレイ

キクオカ　マサアキ ツネ ソノダ　アオイ ツネ

トヨアキ　マイ タック ヒロナカ　ナツミ タック

コウノ　ユウタ タック コガ　カツヤ タック

タノウエ　タカヒロ タック イノウエ　ユウキ タック

タキ　ミズホ ブランノワール ササキ　コウタ タック

ヒラオカ　ヒデアキ タック ヒラノ　ジュン タック

ヤマウチ　リョウ タック ヤマウチ　ハルカ タック

ムラカミ　ナオユキ エスディピィ トモオカ　アヤ エスディピィ

ナカオ　リョウヘイ エスディピィ トミタ　アヤカ エスディピィ

ミタ　コウジ エスディピィ ナオカ　カズト エスディピィ

ヨシオカ　ユウヤ エスディピィ ヨシダ　ミサト エスディピィ

ワタベ　カツフミ エスディピィ イシダ　アオイ エスディピィ

オガワ　ヒロミ マックス　フクヤマ ヤマグチ　モトキ マックス　フクヤマ

トサ　ダイキ マックス　フクヤマ イマムラ　ショウマ マックス　フクヤマ

カン　ユウキ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ ウダカ　コウヘイ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ

ワタナベ　ケイ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ オゴシ　タクミ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ

カシダ　ケンスケ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ オチ　レイト ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ

アベ　マサヤ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ ナカノ　シンスケ ﾀﾞｰﾂｽﾍﾟｰｽ ディーズ

カミムラ　ハルナ レッドボックス マガミ　シュウヘイ レッドボックス

ナカハラ　カズヤ レッドボックス マエダ　シンジ レッドボックス

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



ミヤモト　ノリオ バー デスペラード ヒロセ　シンヤ バー デスペラード

タケダ　ケイスケ バー デスペラード イトウ　シュン バー デスペラード

モリモト　タマキ バー デスペラード キッカワ　ノゾミ バー デスペラード

ナガオ　ヨシタケ バー デスペラード ウラ　マサユキ バー デスペラード

タカハシ　ヒカル トゥース タケウチ　マリ トゥース

マサモリ　リョウジ スリーネクスト カタギリ　ユウスケ スリーネクスト

ヤマダ　トモキ スリーネクスト フジイ　ユウタ スリーネクスト

ドイ　ケンタロウ スリーネクスト シミズ　ユウジ スリーネクスト

フジハラ　ススム スリーネクスト コヤニ　クミコ スリーネクスト

オクダ　ショウタ スターリング バー サンガワ　ユウタ スターリング バー

タケダ　マサト スタジオ　イロハ ハヤシ　クミコ スタジオ　イロハ

ナカムラ　マサヒロ スタジオ　イロハ オガタ　タクヤ スタジオ　イロハ

ハラ　カズヒロ トレンディ イデモト　ミチオ トレンディ

ハマモト　シズマ トレンディ スズカワ　メグミ トレンディ

コタニ　ケンタ トレンディ コタニ　サチエ トレンディ

アナイ　トモヤ ジュピター オオモト　ヒトシ トレンディ

モリキ　ミホ ハート マエダ　トシアキ ハート

アラキ　フミオ アバロン イシザキ　マモル アバロン

カミダ　ユウスケ アバロン カミダ　ハルナ アバロン

フジモリ　ヒロフミ アバロン シラハマ　トモミ アバロン

マルノ　マサト アバロン クサチ　ヨウイチロウ アバロン

モトオカ　ヒロユキ アバロン モトオカ　ユウコ アバロン

ウエノ　タイチ アージョ オカダ　エイジ アージョ

マツナミ　コウジ アージョ ウエダ　クルミ アージョ

オカムラ　トモエ アージョ イワサ　フユカ アージョ

サトウ　ジュン アージョ ナガオカ　ユウト アージョ

タケハラ　ヨシオ アインス クセ　サヤカ アインス

ヤマサキ　ケイスケ スタジオ　イロハ オオカワ　ヒデトシ アインス

ヤマネ　タカオミ アインス カマタ　ユウキ アインス

ナカムラ　ケンジ トリアエズエンス？ タカハシ　ヒデユキ アインス

サワダ　ミチオミ アインス メンデン　マサヒロ アインス

ササキ　ハジメ アインス サワダ　ナズミ アインス

アツタ　カイム ブライトカーズカンパニー ヤマオ　ケイタ ブライトカーズカンパニー

マナベ　タクミ ブライトカーズカンパニー マナベ　ミサキ ブライトカーズカンパニー

ナカバ　ケンタ ブライトカーズカンパニー マナベ　リカ ブライトカーズカンパニー

オオハシ　マロ ブライトカーズカンパニー ハマモト　タイキ ブライトカーズカンパニー

サワムラ　タカシ ブライトカーズカンパニー シンポウ　サユリ ブライトカーズカンパニー

アサクラ　セイヤ ログログ タマイ　ミサキ ログログ

タカモト　セイジ ログログ ナカヤ　ヨシヒト ログログ

ホンザワ　トモヤ ログログ トラオカ　ヒトミ ログログ

ハヤシ　ミナ ログログ ナカノ　タカユキ ログログ

タカダ　ヒロキ ファンタジスタ モリ　ミツキ ファンタジスタ

タムラ　ヒロシ ファンタジスタ ヒロセ　シゲル ファンタジスタ

サトウ　ケンゴ ファンタジスタ フクシマ　ヨシタカ ファンタジスタ

キンジョウ　ヨウイチ ファンタジスタ トクナガ　ユウイチ ファンタジスタ

モリ　ユウ ファンタジスタ タカノ　メグミ ファンタジスタ

イハラ　タカユキ ファンタジスタ マツモト　キラ ファンタジスタ

ミナミ　タツキ ファンタジスタ クラチ　マサヨ ファンタジスタ

モリモト　マナミ ファンタジスタ アオヤマ　ユウジ ファンタジスタ

オカザキ　タツヤ ファンタジスタ マツモト　アイ ファンタジスタ

オガワ　マサル ファンタジスタ クラチ　ノリヒロ ファンタジスタ

コバヤシ　マイコ ファンタジスタ ナカハラ　ヤスナリ ファンタジスタ

シミズ　ケンタ ダーツバー クロス シミズ　ヤスエ ダーツバー クロス

アワジ　メグミ ブランノワール シミズ　リナ ブランノワール

ハシモト　シンヤ ダーツバー レガロ アンザイ　セイジ ダーツバー レガロ



ハヤシダ　マサミツ ダーツバー レガロ モリ　シゲキ ダーツバー レガロ

タミ　ヨシキ バー イチヨンイチ イシグロ　ケント バー イチヨンイチ

ナカタ　ユヤ バー イチヨンイチ バンドウ　カズヒコ バー イチヨンイチ

ナカタニ　リュウジ バー イチヨンイチ イケダ　ヒナミ バー イチヨンイチ

サカ　タクヤ バー イチヨンイチ モリネ　コウキ バー イチヨンイチ

ムカイ　ヨシト ダルマヤ カフェ シバタ　ユウヤ ダルマヤ カフェ

ハシモト　コウイチ ピットブル ニシカワ　ヒロミ ピットブル

ワタナベ　コウヘイ ブレイクスルー クリオ　ミナミ ピットブル

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

バンドウ　ススム バスタブジン ヤスイ　マサヒロ バスタブジン

セイノ　トシヒロ マックス ヒロシマエキマエ ツカハラ　マサアキ マックス ヒロシマエキマエ

チカミ　ナオキ マックス ヒロシマエキマエ チカミ　ヒデト マックス ヒロシマエキマエ

イタヤ　ケイスケ ゼニス セキモト　マナミ ゼニス

ゴトウ　ミキヒロ ゼニス タドコロ　セイシ ゼニス


