
名前 ロケーション 名前 ロケーション

カネコ　ヒロフミ エヌツー アズマ　トシユキ エヌツー
ハラ　カズヒロ トレンディ スガ　オキナリ マックスホンテン
ミキ　マサハル ブラスト シノダ　シュウサク ブラスト

ウエノ　マサカズ ターゲット ミタ　ユウタ ターゲット
ヤマサキ　ススム カラー カタオカ　ハルヒデ カラー
イカワ　リュウスケ マックスホンテン エノキ　ショウヘイ マックスホンテン
ミズグチ　アツキ アライズ キタムラ　カズマ アライズ
スミカワ　タケル トレンディ ナカムラ　タカユキ トレンディ
オカノ　ショウ トレンディ コウグチ　シンイチ トレンディ

ヨシオカ　ユウヤ エス・デー・ピー ナカオ　リョウヘイ エス・デー・ピー
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
ハマダ　タカノリ バンビーノ カイチ　タカノリ バンビーノ

クマガイ　マサヒコ ジェイズクラブ オオハ　ケンタロウ ジェイズクラブ

シバタ　ユウヤ ダルマヤカフェ ムカイ　ヨシト ダルマヤカフェ
ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ ナリタ　タスク ロデオガレージ
モリヤマ　マサシ アージョ イワイ　ショウヘイ アージョ
サトウ　ナオキ トレンディ エガワ　エリカ トレンディ
カネコ　ユウタ エス・デー・ピー ニッタ　タカト エス・デー・ピー

マサモリ　リョウジ スリーネクスト ドイ　ケンタロウ スリーネクスト
ツルモト　タカノブ ルイードタバーン スヤマ　ヒロキ ルイードタバーン

アベ　ミツアキ タック タナカ　マサヒロ タック
ミズモト　ヒサト ハート ササキ　アツシ ハート

ハマムラ　リョウヘイ エス・デー・ピー テシマ　タクミ エス・デー・ピー
カワモト　タクト アライズ マツシマ　ユウスケ ヘスティア
モリキ　ミツシ ハート モリキ　ミホ ハート

ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン ナワテ　シュウヘイ ルイードタバーン
フジタ　コウジ バンビーノ ツノダ　ヨウヘイ バンビーノ

カワカミ　マサヒロ ダルマヤカフェ ナガミ　タカヒロ ダルマヤカフェ
トミタ　リョウスケ マックスヒロシマエキマエテン オオヤマ　リョウ マックスヒロシマエキマエテン
コダマ　コウタ ルイードタバーン イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン
ナガヒサ　マイ ファンタジスタ マツモト　アラシ ファンタジスタ

ムラカミ　ナオユキ エス・デー・ピー ムネウチ　ミユキ エス・デー・ピー
ウメタニ　ケンジ アライズ ニゴタ　ヒロユキ アライズ
フカイ　エイゴ インテンション ツジノ　ノリカズ インテンション
キヨイ　ヒロシ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ

アカシ　トモヒロ ターゲット ヤマサキ　レイシ ターゲット
タケダ　マサト スタジオ　イロハ サトウ　ショウゴ スタジオ　イロハ
ウエノ　タイチ アージョ オカダ　エイジ アージョ

イノウエ　シンタロウ アライズ ビトウ　トモヒサ アライズ
フジイ　ユウキ エス・デー・ピー ニシオカ　トシロウ エス・デー・ピー
ヒダ　カズヒロ ダーツダイガク タサカ　ケンゴ ダーツダイガク
アラカワ　リキ プティ ワキサカ　エリ プティ
ヤマジ　アキラ バンビーノ ウワムラ　サトシ バンビーノ
ヒエダ　ユウタ ピットブル クリオミ　ナミ ピットブル

ハマモト　シズマ トレンディ ギョウブ　アヤノ トレンディ
フジイ　ヨウスケ ブラスト シノザワ　サトシ ブラスト

クロシタ　ダイスケ スリーズハウス ナカノ　ユウジ スリーズハウス
イマタニ　ノリオ ノバァ ワダ　ナリヒロ ノバァ

サド　アキヒデ マックスホンテン タブチ　リュウタ マックスホンテン
ナカシマ　フミヤ エヌツー フクムラ　ヒトシ エヌツー
ナカイ　リョウタ ノバァ サダノ　アツシ ノバァ
コイケ　ユウタ ロデオガレージ サカモト　リナ ロデオガレージ

マエダ　トシアキ ブラスト シオヤマ　ハルカ ブラスト
ヤマオ　ミネユキ ターゲット バンドウ　ユカ ターゲット
オキタ　ケイジ マックスホンテン イナダ　カズヤ マックスホンテン

ウエマツ　ヒデノリ エヌツー イシオカ　トシキ エヌツー
スガ　ヒロミ マックスホンテン ヤマウチ　リョウ タック

ワタナベ　ダイスケ ブランノワール ミウラ　アキラ ブランノワール
カワシゲ　ヒデユキ マックスホンテン ナルヨシ　テルヒロ マックスホンテン
ナカムラ　シズカ スリーネクスト フジワラ　シンジ スリーネクスト

サブロウマル　ユウ バー サブロウマル コガ　カツヤ タック
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

コマツ　キョウタロウ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ コバヤシ　リョウスケ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ
ミヤコダ　マサシ マックスホンテン ハマダ　リョウヤ マックスホンテン
オウギタニ　マイ ルイードタバーン ハマサキ　ダイキ ブラスト
ツクモ　コウタ ダーツダイガク シモヤマ　ゲン ダーツダイガク
ホリ　シンイチ プティ キモト　ヒロヤス プティ
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ナカタ　ユウ アライズ ナダ　エリ アライズ
ツナサキ　アイ ルイードタバーン ミツナガ　マサヒロ インテンション
コウノ　ガイト エヌツー サクラダ　タツヤ エヌツー

ハラダ　ヨシマサ エス・デー・ピー コダマ　ユキ エス・デー・ピー
タマル　リョウケン アライズ ヒラノ　ヒロマサ アライズ
イシダ　ユキノリ バンビーノ キモト　アミ バンビーノ
ナカムラ　カイキ エヌツー フジモリ　ユキオ エヌツー

ハヤカワ　シンイチ ダーツヤ　ブル イケウチ　タカヨシ ダーツヤ　ブル
ミタ　コウジ エス・デー・ピー トモオカ　アヤ エス・デー・ピー

ニキ　オサム アライズ セガワ　ユズ アライズ
フジハラ　ススム スリーネクスト シミズ　ユウジ スリーネクスト
ナガオカ　ユウト アージョ カタジ　ミヤ アージョ
タバタ　ヨシノリ アライズ マルヤマ　タケシ ソウル

フジカワ　ショウジ エス・デー・ピー イシダ　アオイ エス・デー・ピー
オカモト　ナオヒロ ブラスト セノ　シオリ ブラスト
ナンカク　マモル エヌツー オオハラ　カオリ エヌツー
ワタベ　カツフミ エス・デー・ピー コダマ　カズキ エス・デー・ピー
タカハシ　マサヤ シーバス タカスガ　ダイスケ シーバス

オオハラ　シンタロウ ブラスト ヤマダ　ユウタ ブラスト
ハナダ　タクヤ プティ ノザワ　マコト プティ
マトモト　ジンジ ログログ タマイ　ミサキ ログログ
ニシハラ　ユウタ シーバス カネウチ　リク シーバス
ハットリ　ヤスシ ブラスト シギ　アキラ ブラスト
ヒロナカ　ナツミ タック イシザキ　ヨシヒロ タック

サワダ　コウノスケ タップラップクラブ ハラダ　サキ タップラップクラブ
ナリマツ　アキラ インテンション ニイタ　マサミ ダーツヤ　ブル
オカダ　セイジ タック ヒラノ　ジュン タック
ミネタニ　タダシ タップラップクラブ サコ　タクマ タップラップクラブ
クボ　ノリカズ ログログ ナカヤ　ヨシヒト ログログ
ハブ　ユウキ トレンディ シンムラ　ワタル トレンディ

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
ウネダ　タケシ ブラスト シバタ　タケシ ブラスト

ヤマムラ　リョウヘイ タック ハシモト　タケシ タック
マサキ　ショウイチ エス・デー・ピー トミタ　アヤカ エス・デー・ピー
ヒラオカ　ヒロヒサ スリーズハウス カワカミ　ヤスユキ スリーズハウス

イマイ　ケンジ バンビーノ オカザキ　カツヤ バンビーノ
タブチ　シンペイ ビービー オオバ　ヒトシ ビービー

アイミ　ケント ターゲット タカミ　カナコ ターゲット
タカハシ　カツノリ トレンディ ホリ　シゲアキ トレンディ
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

マツダ　シュン スリーズハウス ウエオカ　ヒロヤ スリーズハウス
セザキ　ダイスケ バンビーノ ヨネミツ　カナト バンビーノ

ニシハラ　ユウダイ タック タノウエ　タカヒロ タック
タガタ　コウキ ノバァ シングウ　マナミ ノバァ

キムラ　ユウイチ トレンディ ナエシロ　タカトシ トレンディ
ミゾグチ　トオル タック コガマ　ヒロコ アライズ
ヒロセ　シュウジ ハート エビス　カイキ ハート
フジイ　タカユキ タック コガマ　タカコ タック

ササキ　ミカ インテンション ヤマシタ　ショウコ インテンション
ハマダ　タツマサ バンビーノ マルヤマ　ダイキ バンビーノ
オキタ　ノボル ノバァ フルモト　トシキ ノバァ

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
ホンダ　ナオキ バンビーノ ムカイ　ユウキ バンビーノ
タカダ　ヒロキ ファンタジスタ モリ　ユウ ファンタジスタ

オカザキ　ダイスケ ジェイズクラブ モリシタ　ヒデヒロ ジェイズクラブ
クワハラ　ミツノブ タック モリタ　ロウ タック
ニシグチ　ナオコ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ アクタガワ　アケミ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ
カミヤ　トモノリ バンビーノ ヒガ　マイコン バンビーノ
サカキ　ユウタ タック コヤナギ　ユウヤ タック

カワキタ　カズナリ ハッチャン オオニシ　ユウ ハッチャン
エグチ　アキヒロ マックス　フクヤマ シゲマツ　ノリヨシ マックス　フクヤマ
オオハラ　ダイキ アライズ タカシマ　ハツエ アライズ
ナカオ　サトシ ハット オカモト　マサトシ ハット
アワジ　メグミ ブランノワール タキ　ミズホ ブランノワール
コウノ　ユウタ タック クロカワ　ショウゴ タック
ツダ　リュウタ シーバス イシズ　フミヤ シーバス
チカミ　ナオキ マックスヒロシマエキマエテン ヨコミチ　トシアキ マックスヒロシマエキマエテン

クラモト　ナオフミ アライズ カヤハラ　ミスズ アライズ
ナガオカ　トモキ ハット アオキ　タクト ハット

ヒラオカ　ヒデアキ タック キオカ　ヨシアキ タック
サトウ　ミユキ エヌツー ネイシ　タケオ エヌツー

Bフライト
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ホンドウ　トシヒロ ハット ヨコタ　タイキ ハット
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

ヨシムラ　ユウタ　 ビービー フジハラ　ダイキ ビービー
イノウエ　ユウキ タック ハマナカ　サトル タック
マツモト　タクマ ヘスティア タケチ　アイ ヘスティア
オガワ　キヨタカ ダーツヤ　ブル コヤマ　マサヨシ ダーツヤ　ブル
ナカオ　タｊカハル タック ツジノ　セイヤ タック
ヨコサカ　タカハル ハット イワガミ　ミノル ハット
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

エンドウ　キョウヘイ ターゲット コイズミ　アヤノ タップラップクラブ
タネコ　ケンスケ ハッチャン ゴタンダ　レイカ ハッチャン
タニグチ　ユウキ タック スガモト　リョウタ タック

ヨシノ　ユウコ スリーズハウス ササミ　アキホ スリーズハウス
マツウラ　エリカ バンビーノ ナワテ　トモノリ バンビーノ
ニイ　マサトシ ヘスティア タケシタ　アヤコ ヘスティア

ヤマモト　リョウキ マックスホンテン イイダ　ヒロキ マックスホンテン
ハマモト　シンゴ タック クワハラ　リナ タック

サキムラ　ユウスケ バンビーノ ナガサキ　ミヤビ バンビーノ
イワサ　フユカ アージョ ニシコウリ　マサフミ アージョ
イデモト　ミチオ トレンディ カワモト　シンゴ トレンディ
ツジイ　リョウマ バー サブロウマル クボタ　シンヤ バー サブロウマル
ヒサタニ　カナエ タック フクモト　カツユキ タック
ヨシハラ　ユウヤ バンビーノ イリエ　ユウマ バンビーノ
マツフジ　ヒデト カラー ヒガ　タイチ カラー

イノ　オサム タック ササキ　ケント タック
ヤナイ　ヒデオ アライズ ミヤモト　セリナ アライズ

カミシマ　ユウジ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ ナカマル　ヨシノブ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ
ハラ　ヒロヨシ ログログ マツモト　ガクジ ログログ

マルヤマ　トモキ バンビーノ イマイ　アヤネ バンビーノ
アオイ　イチロウ ダーツヤ　ブル ホンゴウ　ユウイチ ダーツヤ　ブル
モリワケ　ヒロシ バンビーノ トミナリ　マサヤ バンビーノ

ハシモト　コウイチ ピットブル イモト　ナナミ ピットブル
モトウチ　シンジ ジェイズクラブ オオヤ　ミズキ ジェイズクラブ
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
ニシイ　ユウスケ アライズ タカフジ　ノブユキ アライズ

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
ウネダ　ユミコ バンビーノ セノオ　ナオキ バンビーノ
トマリノ　レイジ ダーツヤ　ブル シミズ　リナ ダーツヤ　ブル
イモト　トモユキ ピットブル トウゴ　ヨシタカ ピットブル
タナカ　ヒデタカ ブラスト ニシムラ　ヒロアキ ブラスト
オオモト　ヒトシ トレンディ コタニ　サチエ トレンディ
カラシタ　ケンタ バンビーノ ドウゾノ　ジュナ バンビーノ

コバヤシ　シュウイチ インテンション ワタヌキ　マサアキ インテンション
ムネノ　サトシ プールジャム タカヒラ　カズヒコ プールジャム
モリ　シュウジ ブラスト タムラ　アヤアカ ブラスト
コウタ　カズヤ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ タワラ　シンヤ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ
カツベ　タクヤ カラー フジタ　エイイチ カラー
モリタ　カナ タック オカダ　ルミ タック

セイノ　トシヒロ マックスヒロシマエキマエテン ツカハラ　マサアキ マックスヒロシマエキマエテン
フジイ　サキコ プティ ミツダ　ヨシヒロ プティ
コジマ　リキヤ ルイードタバーン ヤガミ　カズキ ルイードタバーン
マエダ　ミサ ブランノワール ウシロ　リサコ ブランノワール

キムラ　アキトモ 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
イシハラ　ヨシノブ ダーツヤ　ブル ワダ　タダヨシ ダーツヤ　ブル
マルカワ　タケシ ブラスト コウダ　アオイ ブラスト
ハシモト　ジュン バー サブロウマル ワタナベ　カンタ バー サブロウマル
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

マツオ　ケイスケ ヘスティア ナカイ　カオリ ヘスティア
モリヨシ　ダイスケ アライズ シラキ　チサ ブラスト
フジワラ　アキヒロ ブラスト ササキ　アキラ ブラスト
フクナガ　マコト ルイードタバーン フクナガ　アイ ルイードタバーン

ヤマサキ　リョウスケ バンビーノ ハバタ　エリコ バンビーノ
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

イノウエ　ジュンヤ プールジャム イワキ　ショウヘイ プールジャム
スミヒサ　リョウタ カラー スミヒサ　アヤコ カラー

オノ　ツヨシ エヌツー アオキ　トモミ エヌツー
シロモト　タイキ バンビーノ ホリカワ　コウヘイ バンビーノ
ハザマ　ユカ ダーツヤ　ブル キクザキ　コウタ ダーツヤ　ブル
エガワ　ミキ マックスホンテン トモカネ　アヤコ マックスホンテン

ヤマサキ　タツヤ ハッチャン ハラダ　タクミ ハッチャン
ヒラシマ　キヨマサ トレンディ アサダ　ユイ トレンディ

ババ　ユウセイ エヌツー トガワ　ショウゴ エヌツー
ヒラヤマ　ナオユキ バンビーノ クボ　ハルナ バンビーノ

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

Bフライト

Cフライト



トヨシマ　ヒロキ マックスホンテン ハラノ　エリ マックスホンテン
モトジ　ハジメ エヌツー ヒノ　エリカ エヌツー

オオイシ　ケイスケ ノバァ オオイシ　リョウ ノバァ
カワタ　カズヒロ アライズ キハラ　ユカ アライズ
ハットリ　テツヤ ダーツヤ　ブル タグチ　トモアキ ダーツヤ　ブル
フジシマ　アヤカ バンビーノ サイトウ　アヤノ バンビーノ

シンタク　ケイスケ ダーツヤ　ブル マツナガ　カナ ダーツヤ　ブル
ササキ　ユウタ ブラスト ヨコヤマ　ケイ ブラスト

ヤマグチ　ナツキ バンビーノ カンノ　ケイスケ バンビーノ
マツヤ　ダイスケ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ ヒダカ　タカヒロ ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ ﾃｨﾄ ﾋﾛｼﾏ
ナガレダ　シンジ ビービー タニモト　イチロウ ビービー
ナス　ユウダイ バー サブロウマル クシベ　コウヘイ バー サブロウマル

ハスイケ　タクヤ カラー フルサキ　シホ カラー
モリシタ　シュウジ ビービー マキモト　エツコ ビービー
イケウチ　カンジ ダーツヤ　ブル セイマ　フミヤ ダーツヤ　ブル

ミヤモト　ショウヘイ プールジャム ホンダ　リョウ プールジャム
ワキガワ　シホ ダーツヤ　ブル オカムラ　マコト ダーツヤ　ブル
タナカ　タカヨシ バンビーノ ハマダ　アキ バンビーノ
ヨシダ　タカトシ アライズ ヨシダ　レイカ アライズ
フジイ　タカヤ シーバス ソノダ　シナリ シーバス

ハマシタ　アズマ バー サブロウマル モチヅキ　アカリ バー サブロウマル
コバタケ　アツノリ ダーツヤ　ブル サカイ　マナミ ダーツヤ　ブル

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
フクバ　リョウ スリーネクスト コタニ　クミコ スリーネクスト
ハラダ　ヒサキ ハット マサダ　コウダイ ハット
クギミヤ　ミナ ヘスティア ナナセ　ナナ ヘスティア

クロサワ　アキラ ブラスト ヤノ　カツマサ ブラスト
オクタニ　アサミ スリーネクスト スズキ　コウヘイ スリーネクスト
ミヤザキ　ユウキ カラー アマノ　オサム カラー
コバヤシ　アイ ヘスティア オクトミ　リョウ ヘスティア

オオバ　シュウヘイ ビービー マチダ　ジュリア ビービー
オガワ　ジン タック クロカワ　ユウキ タック

イワサキ　タカヒロ ルイードタバーン マエダ　イッコウ ルイードタバーン
ヒガシ　ユウスケ シーバス ヤマウチ　マサシ シーバス
ナガトミ　マコト バンビーノ クラモト　タカシ バンビーノ
トミオカ　ヒトミ ログログ スズキ　リホ ログログ
シマムラ　カナ バンビーノ ツルタ　チサト バンビーノ
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

ブツサキ　マモル カラー ワダ　ユメ カラー
スエシゲ　シンヤ バンビーノ ヤマダ　リコ バンビーノ
ヨシオカ　タカヒロ プティ カヤモト　キョウヘイ プティ
コヒラ　タイチロウ ニシヒロベース タケウチ　アヤミ ニシヒロベース
ツガワ　ヨシノリ カラー ツガワ　ナホ カラー

Cフライト


