
名前 ロケーション 名前 ロケーション

コニシ　ヒデオ 12 ヤマサキ　エイジ 12
アキヅキ　シンジ 18BANG ホリ　シゲアキ 18BANG
ナカモト　ケンタ 18BANG ナカウエ　ヨウヘイ 18BANG
コウノ　ユウタ 18BANG アオキ　エコノ 18BANG

ウメダ　ヤスタカ　 3D　Arrows シブヤ　タケル 3D　Arrows
イサワ　フユカ agio ハラ　ヤスユキ agio
ハシモト　サトシ balance ヤマダ　シンタロウ balance
スエトミ　タツヤ Bar tuktuk タケウチ　アサミ Bar tuktuk
オカダ　セイジ Bee　広島 ナカオ　タカハル Bee　広島

タケガワ　カツヨシ Blaest エダヒロ　ユウキ Blaest
ヨシダ　タカトシ Blaest ハシモト　ダイスケ Blaest
ノウミ　アキラ Blaest サワダ　ノリオ Blaest
ハスイケ　タクヤ COLOR フルニシ　エイジロウ COLOR
クロダ　トモヤス CRAIC ノナカ　ケンタ CRAIC
スガ　サトシ CRAIC ウオタニ　シンスケ CRAIC

カワモト　タカヒロ CRAIC サカイ　ケンスケ CRAIC
トキムラ　コウシ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ フルノ　マサヒロ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ
ヤナギダ　ケイスケ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ ヤマナカ　シンジ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ
イチカワ　ヒロナガ　 ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ タカサキ　マサヒロ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ

ソワ　ユウジ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ タガミ　サトシ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ
シラネ　ノリヨシ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ ハットリ　テツヤ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ
オカダ　エイジ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ タハラ　マイ ＤＡＲＴＳ-ＹＡ　ＢＵＬＬ
スミカワ　タケル dios ハマダ　リョウスケ dios
ジャン　パウロ Fitz ワキモト　ヒロシ Fitz
シタモリ　ジュン Hat カナヤマ　シンジ Hat
オオエ　ジュンヤ HEART イヅチ　ヒロノリ HEART
ササキ　ダイシ HEART マツオカ　タカシ HEART
コバタ　ヨシタカ HJ アンザイ　ツトム HJ
オオホリ　ジュン J.Flat アキモト　チカトシ J.Flat
ウチノミヤ　ユミコ JACK　CLUB ヤマモト　キョウコ JACK　CLUB
カタオカ　タツマ JACK　CLUB イトウ　キョウスケ JACK　CLUB
タカハシ　ワタル JARROW テラド　カズキ JARROW
ミヤウチ　リョウ JARROW ワキウラ　タツヤ JARROW
カナタニ　マサヒロ jinn- オオトウ　シズカ jinn-
ヤナギ　ヨシアキ jinn- ヒジカタ　シノブ jinn-
マツモト　タケアキ jinn- オオタ　マナブ jinn-
カワグチ　エイジ LAS　VEGAS ヨネモト　ユウト LAS　VEGAS
ハットリ　ヤスシ max ワダ　ヨウコ max
マクラ　コウヘイ max コウノ　アキコ max
カワバタ　テツヤ max オキタ　ケイジ max
トミハラ　ヒロキ max広島駅前店 トミハラ　ユウナ max広島駅前店
シントウ　ケイシ max広島駅前店 イシダ　タカユキ max広島駅前店
シバタ　リョウスケ ponte フジワラ　ケイスケ ponte
キムラ　アツシ Pool and Bar egg ムラカミ　ケイジ Pool and Bar egg
ワタナベ　ヨウジ Pool and Bar egg オオノ　シゲカズ Pool and Bar egg
ヒロモト　ヨシヤ Rick ヤガミ　シンイチ Rick
ヤマト　ヨシオ Rick ヨシキ　テツヒコ Rick
カイチ　タカノリ siamese カメダ　ホマレ siamese
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ハマイシ　ミチテル SPORT フジワラ　ヨウヘイ SPORT
ウチダ　ヒロフミ Takumi クニタダ　サトル Takumi
ヤヤマ　ヒデアキ Takumi イケダ　コウスケ Takumi
ユアサ　タカユキ Takumi フクザト　ユウマ Takumi
ヤマダ　トモキ Tamari Bar モリヤマ　タクオ Tamari Bar
サクタ　カズヒロ TARGET ウエノ　アヤカ TARGET
ナカムラ　ツナヒト THuMBs UP イシハラ　ナツコ THuMBs UP
サイトウ　シホ THuMBs UP スミダ　カズヒロ THuMBs UP
ニシオカ　ヒカル trattoria bar LUCE オオサワ　サトシ trattoria bar LUCE
フジイ　ヒデノリ trattoria bar LUCE ウスイ　タカシ trattoria bar LUCE
イトウ　ヨシノリ trendy タハラ　ハルミ trendy
ミチハタ　コウイチ trendy タツトミ　イクオ trendy
ヨネムラ　ケンジ two　as　one ミヤワキ　リョウ two　as　one
フジモト　タクヤ 白い館 カワカミ　ジュンイチ 白い館
マツウラ　アツシ ダリア ドバシ　カズノリ ダリア
タケシタ　ヒロシ 月のした ウエダ　カズマサ 月のした
イシイ　ダイサク ばけらった アンダチ　メグミ ばけらった
ナカムラ　カズトシ ブレイクスルー ナカハラ　シュウジ ブレイクスルー
クリバヤシ　カツノリ メタル マツモト　ミユキ メタル
ヨシオカ　サトシ ルイード　タバーン ニシヤマ　ケンシュウ ルイード　タバーン
ベツヒロ　タカミ ルイード　タバーン イデミツ　アキラ ルイード　タバーン
タサカ　ワタル ルイード　タバーン ワタナベ　ユウイチ ルイード　タバーン
ヤマシタ　テツオ ルイード　タバーン フクダ　ユウキ ルイード　タバーン
ウツミ　ヨシキ ルナ・クレセント マツナリ　マイ ルナ・クレセント
シラガ　ノブタカ ルナ・クレセント ヒロタ　チカコ ルナ・クレセント
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