
店舗別エントリーリスト
プレイヤー１ プレイヤー２ エントリー店舗

ヤマモト　ヒロキ ヤマモト　カズキ 298
クサカ　タカシ ヨシイ　シュウガ 298
モリカワ　タカシ アユサワ　トモヤ 298
ハナミ　リュウタ ハヤシ　ヨシノリ 360°
ワタナベ　ヨシヒロ ナカムラ　マサミ ALPHA
ワタナベ　ヒカル ミヤザト　ユリエ Amusement Café grooove
タカハシ　コウタ テラダ　ナルミ AUTOBOY
サイトウ　ナオキ ソメヤ　ノブヨシ AUTOBOY

アライ　ユカ アイ　ナナ AUTOBOY
イトウ　ケイスケ ナガツカ　ヨシトモ AUTOBOY
ムラカミ　トシミツ ムラカミ　ミキ AUTOBOY
マツダ　ユウタ イナバ　タカシ AUTOBOY

シンジョウ　ユウタ ヒロセ　タカヒサ AUTOBOY
コバヤシ　ユウジ オオクマ　シンジ Bar Ciel
カワイ　キクジ オオサカ　ジュンヤ Bar Ciel
タカセ　ヤスヒロ イイヤマ　ショウ Bar Ciel
オオタ　マサタカ キムラ　ヨウイチ Bar Ciel
カワカミ　マナミ シタハタ　ススム Bar Ciel
マエジマ　ショウゴ モリジリ　カヨコ Bar Ciel
ヨシダ　リョウ マツヤマ　タイ Bar Ciel
オオバ　アツヒコ マルヤマ　マキ Bar Ciel
テツモト　ヨシマサ タケダ　マサキ Bar Ciel
シノザキ　ノリオ タケダ　ユキコ Bar Ciel
タカノ　カツハル ナカイシ　ショウコ Bar Ciel
アゼガミ　カオル ヨシカワ　ユカ Bar Ciel
コバヤシ　アキラ ナカムラ　タカユキ Bar Ciel
ツジムラ　トモノブ ナガ　シンヤ BAR HONU
フルノ　サトシ アラヤ　ツヨシ Bar Raputy Baru
フジエダ　ミチオ アサミ　リエ Bar Raputy Baru
ニシムラ　ジュン サエキ　ショウヘイ Bar Rerise

ユヤマ　カイ トヨナガ　リュウト Bar SHANKS
サトウ　タクマ タカハシ　ショウヘイ Bar SHANKS
サトウ　モリヒロ シバタ　ミチオ Bar Tail Slide
カガワ　ヒロユキ スガヤ　ナオミ Break Shot
タカハシ　ユウジ ホンマ　テツヤ Break Shot
カガワ　タカヒロ トオヤマ　カツヒサ Break Shot
ワタナベ　タカフミ ナカニシ　ユイ Café&Bar Chill Full

イシカワ　シュンスケ オオシマ　カナ CHACOK
ニシカワ　ケンスケ オカダ　アキオ CLOVER
ヤマサワ　ヒサアキ ヤマサワ　ナオミ CLOVER
ムラヤマ　トシアキ アライ　ユウスケ CLOVER
マツヤマ　タイチ ホリエ　マユミ Cross Design Creation
ナカヤマ　ジュン ツボタ　コウイチ Cross Design Creation
マスダ　リョウイチ サカキ　ヨシタカ Cross Dining glow
フジタ　タツヤ カワグチ　ヒロミ Cross Dining glow
クジ　トモアキ ノグチ　タカヨ DARTS BAR SUNS
タシロ　マサユキ マキノ　ヨウヘイ DARTS BAR SUNS
シミズ　ダイスケ フルタ　ケンゴ DARTS BAR SUNS
イイズカ　マサミ スガヌマ　チアキ DARTS BAR SUNS
ノナカ　ツヨシ フジオカ　タカシ DARTS BAR SUNS
タカヤ　ナツコ サトウ　チナミ DARTS BAR SUNS
オオヌマ　コウキ コジマ　ハルカ DARTS BAR SUNS
タカハシ　ヨシノリ タカハシ　ユウキ DARTS BAR SUNS
オカモト　イオリ エイシマ　ヨシアキ Darts Bar ZEUS
コバヤシ　ユキヒコ アライ　サトシ Darts café delta OMIYA in Hive
ヤマモト　ヨシト ヤギ　シュンペイ Darts café delta OMIYA in Hive
タカハシ　ヒデヒト シナダ　ユウキ Darts café delta OMIYA in Hive
コイケ　シュンスケ タカノ　タツヤ Darts café delta OMIYA in Hive
モリシタ　ナオト イノウエ　タカヨシ Darts café delta OMIYA in Hive
ナミキ　セイジロウ オオカワ　シュウイチ Darts café delta OMIYA in Hive
サワモト　タツヤ ユン　マサキ Darts café delta OMIYA in Hive

シマダ　ユウイチロウ サイトウ　タカシ Darts Hive 秋葉原店
サイトウ　クミ ウエダ　ショウジ Darts Hive 秋葉原店
カトウ　シンゴ ソン　タケヒロ Darts Hive 川崎

ハヤシカワ　ショウ イズミ　コウスケ Darts Hive 川崎
ヨシカワ　フミアキ イトウ　リュウヤ Darts Hive 渋谷店
ナガタ　ユウタ イノマタ　ユカリ Darts Hive 渋谷店
オザワ　アンナ イチムラ　トモユキ Darts Hive 渋谷店
アマノ　ヤスヒロ カトウ　タカユキ Darts Hive 新宿東口店
ヤマキ　ヒロユキ タナカ　シンリ Darts Hive 新宿東口店

ナカオ　リュウノスケ コバヤシ　マサムネ Darts Hive 新宿東口店
エグチ　ショーン タニーカオリ Darts Hive 新宿東口店
カザマ　アツシ タナカ　セイヤ eye's 溝ノ口

オガワ　ユウイチロウ ヒノ　ユウコ eye's 溝ノ口
ウノ　シュウヘイ クロタキ　ナオキ eye's 溝ノ口
エチゼン　オサム タナカ　ショウセイ eye's 溝ノ口
カネコ　タカシ カトウ　リョウ freccia
ウエシロ　マサシ ワカスギ　リョウ FUN経堂
ヤマダ　タスク クボタ　タクミ FUN経堂
ウンノ　マサノリ ヤマガ　アヤカ FUN経堂
カタヤマ　ユリナ テラダ　サトシ FUN経堂
ハタザワ　ケンタ チバ　タクミ FUN中河原店
ヤマウチ　ユウスケ ヤマザキ　リョウ FUN中河原店
スエヨシ　アキト サトウ　カズキ FUN中河原店
エビサワ　ダイキ ムロタ　マコト FUN中河原店
ヒグチ　シンヤ カサマツ　タカキ FUN中河原店
サクライ　ユウキ キヨミヤ　エソ GARUDA
アキホ　ミツトシ カワバタ　カズノリ GARUDA
サトウ　ナオユキ コマムラ　ツヨシ GROVE池袋



ヤマモト　セイヤ コマツ　ヨウコ HAPPY HAPPY 巣鴨店
ハタケヤマ　チカ フジモト　ハルナ HAPPY HAPPY 巣鴨店
シライシ　タクヤ ナカムラ　カズキ HAPPY HAPPY 巣鴨店
ナカシタ　ヒロキ ヤマムラ　マサミ HAPPY HAPPY 巣鴨店
マツムラ　ヒサコ フルサト　マサユキ HAT TRICK
セキネ　ジュンイチ タカイシ　ケンタ HAT TRICK
キクチ　タカヒロ カサイ　サトシ HAT TRICK

アライ　ユミ ノガシラ　アサコ HAT TRICK
イイハマ　ケンジ カモシタ　マイ hello,tomorrow
キムラ　タカオミ タケダ　ヒロアキ Hide Out 新宿店
イシタ　ヨウコ オオヤ　ジュンコ I Darts Tokyo
オギノ　エイスケ タカネザワ　リョウ LINK　所沢店
ワカマツ　シンヤ サガエ　タケシ M's style
イシハラ　ススム イケザワ　シュウイチ M's style

ホシ　タツヤ オオシマ　ミキ M's style
オオクマ　タカハル イヅキ　リョウタ M's style
ハラダ　ヒロシ カンノ　ユミコ M's style
タカギ　セイヤ ヒラノ　マイ NATURAL NINE 横浜
タナカ　ミツアキ イシダ　ユウコ NORTH.T.DARTS
ササキ　ミツル トリイモト　ユウジ NORTH.T.DARTS
ツチヤ　ヒデオ オカモト　マリ NORTH.T.DARTS
ハンダ　アキコ カワイ　ヒロユキ NORTH.T.DARTS

ハセガワ　ヨウイチ ナカジマ　シンヤ ON LIMITS
コバヤシ　ヒロユキ イナガキ　リサ ON LIMITS
トヨダ　タカシ ナカムラ　コウセイ ON LIMITS
タナカ　ユウジ ウエムラ　タケマサ ON LIMITS
イワセ　タクミ ノガミ　ミツアキ One chance
アライ　ノブヒロ クラタ　タイキ One chance
ソノベ　マサユキ オオシマ　ミエコ One chance
キザキ　カズト コアミ　カナエ One chance
イイジマ　ナオキ カクタ　タクヤ One chance
アオヤマ　タダヒロ ワダ　ヒデコ One chance
ワダ　ミツテル サトウ　トモユキ One chance

イイヅカ　アキヒト ウラカワ　リュウヤ One chance
ムトウ　オサハル ゴトウ　ユキ One chance
ゴンダ　ケイスケ フジタ　ヒロキ One chance
フクシマ　カズヒト クリハラ　チアキ PINK

エノクマ　シュウイチ マスジマ　ナオト Player's Café STYLE
ミウラ　ヒデアキ キモト　タカユキ Player's Café STYLE
オオダテ　ユウスケ マツザキ　タカヒロ Player's Café STYLE
オオノ　ヒロミチ イシイ　ユウ Player's Café STYLE
カワグチ　トモヤ ウウラ　マサヨシ Player's Café STYLE
タケイ　マサミチ ノムラ　マサシコ Rabbit Foot

セヅカ　ミキ アラオカ　キョウヘイ Rabbit Foot
アマガサ　ナオト サトウ　ヒデアキ Rabbit Foot
イトウ　トモユキ ウメヅ　ダイキ Rabbit Foot
ホソミ　マサヒロ シオハラ　ケンジ Rabbit Foot
イトウ　カズヒロ オヤマ　モエコ Rabbit Foot

ノロ　エイジ コマツ　ハルカ Raku Darts
オゼキ　ヒロカズ フジイ　タカヒロ Raku Darts
カワシマ　カズオ ナカヤマ　マサヤ Raku Darts
ハンダ　ユウダイ ヤギシタ　クレハ Raku Darts
コウノ　タケル イマイズミ　リキヤ Raku Darts

シバサキ　ヤスヒロ オオツボ　マイカ RAMM BAR
イナミネ　モリタカ コグレ　エミ RAMM BAR
ツツミ　ユキオ ネギシ　ミナコ RAMM BAR
ユアサ　タクヤ フジイ　キョウカ Reel
サトウ　サトシ ナカヤマ　ショウイチ Reel
イシヅカ　トシキ フジノ　カナメ Reel
フジワラ　ヒサノリ ウチダ　ユイ Reel
イシグロ　テツヤ キリュウ　ヒロキ RELUX
ヒワタシ　ユウタ スズキ　タカフミ Retreat
モンマ　ヒロヒサ タケウチ　ハルキ SALoooN

ヨシダ　レオ アライ　カズミ Savanna
ニシダ　マサト セヤ　ヒロカズ Savanna
ハダ　ヨシオ ミシジマ　ナナミ Savanna

フジシロ　トモユキ イマガワ　ショウタロウ Savanna
ハマハラ　ヒロユキ サクマ　カズヨ sion

スダ　マサシ ナガシマ　タクミ SPORTS BAR GATE
スズキ　ジュンヤ フジモト　タケヒコ SPORTS BAR GATE
シノダ　コウヘイ オカモト　シュウイチ TAKO TACO ISLAND
モリカワ　クニタカ ナイトウ　メグミ TAKO TACO ISLAND
オノグチ　カン アキヨシ　ヒササ THE DAY CAFÉ
イチノヘ　マスミ ノダ　ムツフミ TOKYO DARTS STADIUM池袋
ミヤベ　カツヤ エンドウ　ケンスケ TOKYO DARTS STADIUM池袋
ヤマダ　ノゾム カトウ　ダイキ TOKYO DARTS STADIUM池袋

キミシマ　マサノリ ムラヤマ　マスミ UP's
フナコシ　タクミ ヤマモト　タカヒロ UP赤羽
マエハラ　シンゴ オオムラ　ユリ UP赤羽
オオカワラ　ヒデ アイカワ　ノボル UP赤羽
オカヤマ　カズシ シンドウ　タクヤ UP赤羽
ミヤタ　シオリ シミズ　クニヒコ UP赤羽

マルバヤシ　ユウタ スズキ　ヨシノリ UP赤羽
ノナカ　タクヤ モギ　シンノスケ UP秋葉原
ウチノ　タダカズ イガラシ　ミナ UP秋葉原
カネコ　タクミ サカイ　ユウヤ UP綾瀬

ショウイチ　マユコ アラカワ　トオル UP綾瀬
チバ　ヒデユキ ヒラタ　タカユキ UP綾瀬

ハギハラ　リュウト ツボタ　ユウキ UP飯田橋
サトウ　ダイキ カマタ　リョウヘイ UP飯田橋

キモト　コウヘイ イチカワ　チカコ UP錦糸町
スズキ　タカユキ ヨシオカ　シュウマ UP錦糸町



イシノダ　ヒサシ ヤナギサワ　ショウタ UP錦糸町
オキタ　ヒカリ ワタナベ　ケイタ UP錦糸町

キタワキ　リュウジ マルヤマ　タカキ UP小岩
トミタ　ナオト マツオカ　マサノリ UP小岩
ムラオ　タカシ タナカ　シンタロウ UP小岩
タナカ　アヤノ アラキ　ケイイチ UP小岩

ホンタ　コウシロウ オリガサ　ダイチ UP五反田
フルカワ　チハル アキタ　マリナ UP五反田
ヨシダ　リョウスケ オガワ　マサヒロ UP五反田
カギハナ　カズキ オヤマダ　ゲンキ UP五反田
イマハシ　ダイキ ミギタ　マサハル UP五反田
タヌマ　マサキ ヒガシ　ハルカ UP新宿3丁目

ダイドウジ　キヨシ ハシモト　マサノリ UP新宿3丁目
フカサワ　カズヒロ ヤマカワ　トオル UP新宿3丁目
ハナオカ　ヒロマサ ヤカタ　ヨウスケ UP新宿3丁目
イシムラ　タクヤ タカハシ　リョウ UP新橋
ヒロシマ　ユウスケ フジエ　マサト UP新橋
フジイ　エリサ ナカタ　ヒロカズ UP新橋
ヤマダ　タツヤ マツヤマ　ナツコ UP新橋
クボ　ユウタ スズキ　サキエ UP新橋

テラカワ　アキホ マエハマ　シュウト UP竹ノ塚
スズキ　ナイキ コミネ　ジュンヤ UP竹ノ塚

スガワラ　ユウスケ イイノ　ミナト UP竹ノ塚
キムラ　ショウヘイ イチノセ　チホ UP竹ノ塚
フジサワ　ジン フジサワ　アド UP竹ノ塚
ヤスダ　タカヒデ コクボ　タケシ UP東京八重洲
コヤマ　マイコ イノウエ　ミホ UP中野

イシイ　シンノスケ ホンダ　ジュンイチ UP中野
ナカガワ　シンゴ ナガタ　シュンスケ UP中野

イシバシ　ケイジロウ モリタ　マサヒロ UP中野
スガイ　マサカズ スズキ　モエ UP西葛西
フジワラ　ヨシヒロ イワモト　サトシ UP西葛西
サカイ　ヨウスケ シモムラ　トモユキ UP西新宿

コウシンボウ　サトル コイズミ　ヨシキ UP西新宿
ハギワラ　リュウシン ホリコシ　タツヤス UP西新宿

エンドウ　マサト コバヤシ　アスカ UP西新宿
ハシモト　チアキ フジタ　コオ UP西新宿
タカハシ　エリカ タカハシ　マモル UP西新宿
ミヤザキ　キエ ニシウミ　ユウコ UP練馬

マツモト　タカユキ コクブ　エリナ UP練馬
ハラグチ　シュウイチ ナカイ　ヒロカズ UP練馬

キッタカ　ユウタ シバサキ　サトル UP練馬
コスギ　シュウヘイ ユオ　カホコ UP靖国通り店
ハヤシ　カズキ サノ　アサミ UP靖国通り店

ワタナベ　マサノブ ナガオカ　エルナ UP靖国通り店
ヨネミツ　シンヤ ヤマダ　タクミ UP靖国通り店
フルサワ　ショウタ スギエ　レイヤ UP靖国通り店

ミナガワ　リュウイチ コイケ　ノリマサ VISITOR
コマツ　テッペイ タケダ　カズアキ VISITOR
スガヌマ　キヨハル ツボイ　マサシ white horse
マツザキ　ヒロユキ ヒラタ　ケイゴ white horse
カワシマ　ユウタ ハタ　アスカ white horse
ウエノ　サトル ハガ　ショウヘイ white horse

マツモト　カズマサ モリヤ　ヒロカズ zac ca
クロス　ユウジ アライ　エミコ ZICCA
カンノ　タカフミ タハラ　ショウタロウ ZICCA
キシ　リョウスケ モリヤ　トシキ ZICCA

アカ　サヤカ シノハラ　アキコ 居酒屋ガレージ
トリバ　サトシ サトウ　カズオ エターナル
ナカサト　マサト カタノ　ヨシオミ エターナル
ヤマモト　マイ サメジマ　セイイチロウ 大塚　café ANANA
ウチマ　ミズキ コクバ　アキナ 大塚　café ANANA
ヌマオ　シゲチカ オノ　ノブアキ 大塚　café ANANA
チャベタ　ケイスケ マツイ　ミドリ 大塚　café ANANA
サトウ　タカヒロ ボリ　タイスケ 神楽
シバタ　リュウ カネミル　レイヤ 神楽
イシタニ　ユウキ カネミル　サトシ 神楽
タケダ　ヨウヘイ ヤマグチ　アカネ 神楽
マエカワ　シオリ カネミル　マリカ 神楽
ヤマグチ　タカシ タカノ　ケンタ 神楽
ハニュウ　タクト ムラヤマ　ヒデナリ 神楽
クマガイ　タクヤ サイトウ　ユウスケ カフェレストラン　たまーる

シノダ　ケン マルヤマ　ケンイチ カフェレストラン　たまーる
テラサキ　ショウ コジマ　ユウキ カフェレストラン　たまーる

トリカイ　ユウイチロウ ツルオカ　テルヒコ カフェレストラン　たまーる
コヤマ　マサノリ マエザト　ショウマ カラオケ＆ダーツ　dime
ヨコミゾ　ヒトミ タカハシ　マイカ カラオケ＆ダーツ　dime
タキザワ　ユウスケ マスダ　フミヤ カラオケ＆ダーツ　dime
ナガオカ　コウヤ タケシマ　アカリ カラオケK-Cruise
サトウ　ノゾミ コバヤシ　チハヤ カラオケK-Cruise
ナカイ　トム ネモト　ヒデキ カラオケK-Cruise

コンドウ　カズヒロ サトウ　トシヒサ カラオケK-Cruise
タカハラ　カツマ コミヤマ　トモヤ キャノンボール大森店
スダ　フミタケ コミヤマ　ユウタ キャノンボール大森店
ミヤシロ　ショウ アカオ　レナ キャノンボール大森店
タカハシ　ケンタ スズキ　リョウマ キャノンボール西船橋店
ホリウチ　ユミカ オオタ　シュンヤ キャノンボール西船橋店

ナラ　アツシ エグチ　ヒサコ キャノンボール西船橋店
ナカノ　ケイタ タカハシ　アキラ 喜楽カフェ あばうと
サトウ　ダイスケ ワタナベ　ケイイチロウ 喜楽カフェ あばうと

オダ　タカシ タナカ　ヒデトシ クロスロード
ノグチ　ナオト ヨシムラ　ナオコ クロスロード



ヒラノ　イッセイ ミヤザキ　シンヤ 酒処　ヒゲ坊主
ミヤサカ　シンイチロウ ノセ　タカユキ 酒処　ヒゲ坊主

ノジ　サダヒト ニシダ　ケンジ サンパーク中央口
イシグロ　ヨシミ カトウ　アヤコ サンパーク中央口
スズキ　ヒデカズ ニシダ　テツヤ サンパーク中央口
マツダ　タカアキ ササエ　カオリ サンパーク中央口
ジンドウ　ヒロキ ヨネモト　エミ サンパーク中央口
ヤマグチ　コウヘイ ミヤヒラ　ヨウエイ サンパーク中央口
イワタ　ナオヤ バンバ　シュン サンパーク中央口
オモト　ユウキ コダカ　サトシ スポーツ BAR スティール松戸
ホソノ　マコト ナカムラ　アヤノ ダーツカフェ　デルタ　浅草橋

シンカイ　ユウダイ ナガオ　ミツヒロ ダーツカフェ　デルタ　浅草橋
オガタ　カズキ ワタナベ　アキヒロ ダーツカフェ　デルタ　浅草橋
オオノ　マナブ タケウチ　シュウヘイ ダーツカフェ　デルタ　浅草橋
トヨダ　タカユキ キタツジ　コウタロウ ダーツカフェ　デルタ　浅草橋
スズキ　シロウ ナカムラ　ヒロキ ダーツカフェ　デルタ　亀戸店

カンベ　リョウスケ ツモリ　ミユ ダーツカフェ　デルタ　渋谷
ホリ　ヒロアキ キクナガ　マサシ ダーツカフェ　デルタ　渋谷

フジサワ　ヒロアキ カワモト　コウ ダーツカフェ　デルタ　渋谷
シムラ　リュウイチ カマタ　ユウスケ ダーツカフェ　デルタ　立川店
トドコロ　タクヤ タカハシ　ヨウスケ ダーツカフェ　デルタ　立川店
オカムラ　タクミ フジイ　カナ ダーツカフェ　デルタ　立川店
ヨシダ　ユウキ ヒョウガジ　マサシ ダーツカフェ　デルタ　目黒
ホシノ　トモアキ スズキ　ヨシタカ ダーツカフェ　デルタ　目黒
ヒラオ　アツシ キハタ　マサヤ ダーツカフェ　デルタ　目黒
ツチダ　ヒデノリ サイトウ　リョウタ ダーツカフェ　デルタ　目黒
ナアムラ　タケシ ヒグチ　ダイテツ ダーツショップ ナチュラルナイン池袋
カントウ　アキラ ハシモト　セイヤ ダーツショップ ナチュラルナイン池袋
ササキ　コウエイ ホリコミ　ユウヤ ダーツショップ ナチュラルナイン池袋
オオタ　リョウ ハットリ　ユウト ダーツショップ ナチュラルナイン池袋
デグチ　タクマ ジュウモンジ　タケシ ダーツショップ ナチュラルナイン池袋
オブチ　タケヨシ ヤスムラ　リン ダーツ部　KEN２
ハヤシ　シンゴ オオツカ　リュウタ ダーツ部　KEN２
ヤマノ　コウジ シズク　ユウタ ダーツ部　KEN２

ハタケヤマ　カズミ オブチ　チエミ ダーツ部　KEN２
オノ　ヒロト ツネズミ　コウゾウ タイムスペース松戸店

ミヤザキ　ユウダイ ホシ　ヒロアキ トゥルース田町店
オクダ　ヒロキ ナカムラ　アキラ トリポーズカフェ
ホシ　イチロウ ナカオ　ヒトミ トリポーズカフェ
カトウ　リュウジ ハマタケ　タカシ トリポーズカフェ
ウラカワ　ユウヤ カワウチ　サトシ バンガラング守谷店
カンダ　マサタケ ヨシザワ　ススム ビリヤード&ダーツ MJ
イトウ　マサシ コヤナギ　ツヨシ ビリヤード&ダーツ MJ
サルクラ　シンジ オオカワ　タカユキ ビリヤード＆ダーツ　スペース遊
ホンザワ　ワタル シジマル　サチカ ビリヤード＆ダーツ　スペース遊
イシカワ　ヒロヒデ タカムラ　サキコ 武士ダーツ　川崎店
アンドウ　ケンタ カミヤマ　マコト プレイファスト
クラモチ　ミツユキ タカハシ　ヒロカズ プレイファスト
トマリウチ　リョウ コセ　ヒロユキ プレイファスト
ムラカミ　ナオユキ フクナカ　ケンジ プレイファスト
ノグチ　ヨシユキ コバヤシ　メイ プレイファスト
キクチ　ダイスケ カワイ　アキコ フレーシェ
トナキ　アキヒロ マツムラ　テルヒコ フレーシェ
サカゾノ　カズアキ ヨシオカ　ハルカ ポイント柏
ノグチ　ユウキ モチヅキ　リョウスケ ポイント柏
イデ　リュウジ マツイ　ミク ポイントブレイク　三軒茶屋

ヤナギモト　シゲキ ホトダ　ヨシマサ ポイントブレイク　三軒茶屋
オオヤマ　マサヨシ シミズ　ミツハル 祭場Yosakoi
スズキ　アツシ モリカワ　カズヒコ 祭場Yosakoi
ムラカミ　ヒデキ ムラカミ　ナオコ 祭場Yosakoi
オイカワ　ヒサシ サトウ　マモル 祭場Yosakoi
ニシダテ　タケシ フォークスフォード　ジャレッド祭場Yosakoi
カツキ　サダユキ クノ　ケンジ モダンタイムス蕨店
ニイノ　ヒデユキ ムカイ　ヤスノリ ゆう遊空間 橋本店
イケダ　タクヤ ナガモリ　ルカ 横須賀 Café ANANA


