
DLO 2022 OSAKA エントリーリスト(11/25 10:30更新)

プレイヤー１ プレイヤー２ プレイヤー３

カスヤタク カジオカハルカ カジオカタクヤ

フルカワタツヤ フルカワメグミ コウノユウキ

（岡崎充宏） （池田聖也） （土川結花）

ヤマダナオキ タタミミヤト トウメイミサキ

ハセガワ　キイチ キムラ　ヒロシ フクイ　ユミカ

ムラカミケンジ ニシダソウタ ヤマダコウジ

アンザイ　セイジ ヨシモト　アキヒロ ナガサカ　アエ

ササキ　タケミ ナガイシ　ユウヤ カジワラ　ユウ

ナリタ　ユウジ アダチ　ミツマサ ナリタ　チヒロ

オカシュウヘイ モリモトマイカ タナカタイシ

イシグロマコト オオエタクヤ フセミズホ

カネコタクト マツモトリョウスケ ハマグチナオユキ

ムラヤマ　ヤオキ エゾエ　ケイ エガミ　ナオト

アリムラ ヒロアキ タケウチ タケシ コバヤシ マサヨ

オオイ エツコ ヤマシタ リュウキ サトウ ナオキ

スミカワ コウスケ オオタキミツヒロ ヤナイ タクヤ

ミチマエ　ユウト ヤノ　マサテル イワニシ　ウテナ

オクノダイ イナバノン カドノリョウマ

ナサダノゾミ マスナガコウヘイ コニシナアヤ

マエダケン ヒラカワカツヤ ニシカナミ

ヤマモト レイ セグチ タツヤ ツチダ マサヒト

ミツヒサ　マサル ミツヒサ　ダイチ ハラ　カイト

ハマベユウタ トモヒロユウキ ハマベヤスコ

シマヅ　カヅハ シマヅ　コウキ モリタ　リナ

タケガミコウキ テラヒラマイ ヨシオカユウ

オクムラリョウ ミウラソウタ ワタナベケイタ

サイミョウ タカマサ サイミョウ チエミ イマヤマ ヨシヒロ

タカハシ　ケンタ ホリウチ　ユミカ オオタ　シュンヤ

マエダ　カズマサ マナミ　ショウゴ ミズノ　アキト

イマイ シゲユキ ササクラ タケシ ナガヨシ サチコ

ニシ ハルキ イノウエ ヒロユキ イノウエ トモミ

ショウジ ヤスユキ サカエ シンタロウ キブシ シオリ

シミズ マサアキ コンドウ ケン ハセガワ スズカ

シマダハルキ ワタナベアキヨ ホリエマモル

オカモト ジュン ヒロセ ハルカ アサノ ショウタ

タナカエイジ ヤジマサトシ タカハシマサキ

アカマツ リリコ ツクイ マサヒロ ミヤモト ユウタロウ

ヨシダジンイチロウ イケウチケンタ オノタツロウ

オオワクアキヒコ ニシタニジョウジ サカイモトム

（ともくん） （shin） （ゆと）

ウエハラ　ヒロキ マエカワ　ノブヒロ ヤマグチ　リョウ

Chen Shao-Yu Chang Ting Chieh Hsieh Yu Lin

トジマ　ケイ タジマ　ユキノブ ヤマシタ　ミノキ

アライ　リョウタ ヨシカワ　ジン ヨシダ　アオイ

ヤマシタタツノリ カクイカズヤ コウサキサクラ

ヤマグチ　シュウヘイ ニシカワ　ナオキ ワタナベ　アサコ

イケウチリョウスケ イケウチカンナ イマエダイスケ

ハヤカワ　ナオキ ワタナベ　ミツキ マツウラ ユキ

ヨクモトショウゴ シナガワマサシ フジヤジュンイチ

ミノハラケイ ニシダユミコ ムカイカズキ

オオキ　コウヘイ ナガノ　マサカツ ナガオ　シゲル

イワサキコウジ ニシオシンヤ フルタニアヤミ

カマタニ　ヨシヒロ ヤマグチ　ナナ マツモト　サトル

スガヒロキ オシキリョウタ ヨシダサエ



アオヤマ ヒロヤ アオヤマ ガクト ミナタニ ユキコ

シミズ トヨヒコ オオイワ ノブオ タカシ イッセイ

ニシ トシオ カタヤマ タカマロ ミナタニ ヒロユキ

イワツキ リョウジ フジイ ケンジ フジイ ユイ

イワツキ クニオ タカセ ヨウコ フジイ コウヘイ

ムラタトシノリ ウメキヨウジロウ サトウユウタ

マツザワヨシノリ マツモトヒロミ タケバヤシエイジ

メガネライダー サクラチャン プレミアムシオショウタ

オカモト　リョウ イケダ　シオリ キノシタ　ヨシヒサ

ヤナギ タカユキ ヤマウチ ヒロミ ヨシオカ サトシ

オオヒラツバサ オザキフミヤ サカモトコウスケ

コダマショウタ イチハラマモル アサクラアキコ

ヨネダダイスケ オダハヤト イシカワタエコ

ナカジママサキ カワモトリョウ ヤマモトアケミ

フジノミユキ フジノアキラ ヤマグチヨウスケ

ヤマダ　マサル ヤマジ　ユタカ イシモリ　ハヅキ

マツオヨウスケ タカラサトシ ハマザキタクヤ

オカモト ヒデオミ イクラ タカシ オバタ ミナ

オオザワヒロト キノシタアユム ナカガワユウカ

サト　リョウ エイダ　カズマサ サト　ハナ

ミヤモトサトシ イデサトシ オカムラアヤコ

ヨネダ ユウコ マヤマ マサユキ ムラヤマ テツヤ

カトリタケシ スケザネダイチ タケウチサヤコ

マツモト　アラシ セキナダ　ユキハル コヤブ　ユカ

ヤマグチタカヒロ ハギハラチエコ タカギリュウノスケ

クボタリュウヘイ ミヤサカイチエ カトウダイスケ

モリタカヨシ マツモトアイ フジワラコウタ

シノハラ　ミチヨ ウエハラ　ミチヒト タカハシ　アキオ

コハラユタカ オオゾノアツシ ナカムラサオリ

カタオカユウキ ナガノナリト ヤノナナミ

モリグチ　ミズホ オリオ　サヤカ タカイ　ユウキ

ムラタ　スグル オオノ　レン イワタ　タクヤ

モリ　タクヘイ スズキ　トモヒロ スズキ　マヨ

タナカ マコ ムカイ ヨウスケ カナヤ トシヒコ

スイドウ　リュウタ モリカワ　コトミ アラガネ ヒサユキ

イナイ リョウスケ オオクラリキ ナカムラ ユウタ

タカハシ　タケチカ カジワラ　ツバサ オオムラ　ケイ

オクトモミ カワタユキヒロ ハマダタカシ

スズキマナミ オオハシイクミ ヤナセタクヤ

コザワコウジ ミヤマエナリトシ コライカ

テラダ フウゴ ヤマモト ナオヤ タカミ リョウマ

ヤマシタユウキ ヤマジショウヤ マツナガサトシ

カミタニ　ヒロキ ハリマ　マコト コガ　チユキ

カタオカシンヤ オグラタツヤ ミキジュンヤ

トリマル　タダユキ ヤマモト　ナオキ キノシタ　サイジ

ハヤシユウタ オカヤマセナ タツミキヌカ

イワモトハルナ オクノケンタ ササキコウヘイ

アダチセイヤ イチカワイツキ イソザキジュン

アキモトショウマ マンノタケル スズキミスズ

ナカムラアキラ ナカムラアミカ イシカワタクト

スズキ　ユタカ ウエカ　タツヤ ムラカミ　マサユキ

イシダハヤト ヤスタニユウヤ フジモトアヤナ

スギヤマ　リョウタ タケヤ　イクコ タカハシ　ミホ

アゲタ タク スヤマ タクマ クボタ ケイシ

ヤマシタリョウヘイ ヤマムラタクヤ アラキミナ

スミダ　シホ スガムラ　ツヨシ ウメダ　シンジ

ヒロセシュン フルシマミノル タカギサエ

ミヤカワコウキ フクダマリ フクイアヤ



マツモト　ヒロム クマブチ　カズキ チャキ　コウキ

ヤカベコウキ ハヤシモモカ ナカノユウスケ

キタダ ユウ オオツボ ノゾム オノ ヒトシ

イナオカ　ノブカズ ナガミネ　マサヤ ミナミ　ユウキ

ウエムラタケシ ウエムラアユミ サトウユウジ

クスモトリュウヤ クスモトツヨシ クスモトイオリ

ワタナベ キョウヘイ テラダ ナオフミ ヤノ アヤネ

ヨコイトモノリ ナガミネミカ イイノユウスケ

フクジュウ ヒロキ フジオカ リョウヘイ オオタ カズキ

ウエダ　ツトム モリ　ケンタロウ ナカムラ　イツギ

フクカワリュウセイ マツモトユウカ ナカガワミライ

コニシ　ケンタ タイラ　トモヤ ハヤシ　ヒロト

イモセ アスカ マツオカ アスカ ワキサカ シホ

トチシタ エイジ ホリノウチ ヒビキ フクヤマ ノブヒデ

アサカ ユウスケ ニッタ ユウジ ダイニン ノリコ

ヨシダ　ヨシヒロ コイタニ　ダイサク サイトウ　マサキ

フジワラテツヤ ウエムラ　シンヤ ウエカワ　ヒロタカ

クスモトアキナ ニシムラタクマ ヤスイユウゴ

サカオカ　タカユキ アシダ　ユイ オクマ　リキヤ

マツモト　シン オカノ　マサシ タマガワ　ユウキ

ヒョウドウ　ハジメ ブディ フルゾノ　サトシ

マツムラ　ケイジ マツムラ　セイヤ ヤマオカ　カズキ

カツヤマ ナミ カワ ヒロヤ ヤマオカ ナオミ

イケノショウタ ヤブタマサシ ダイドウユウト

ショウジ　タカノブ ハラグチ　ユウキ カタヤマ　ユウスケ

カワウチ　タダオミ カワウチ　リナ カワウチ　ソウシ

イタガキタカシ ムカイコウジ ヒラマツユキエ

カワベタカシ キシダカズキ キシイミズキ

イシマルタツヤ ハタタツヤ フジタニナナミ

スズキノリヒト キヌガワリュウジ キヌガワカヨ

スズキナオヤ フジイカツノリ ナカバケンタ

サカイ ソウ マスダ マサユキ マツモト リオ

シミズケイタ クドウキョウヘイ フジタアヤノ

マツダコウキ タニヤマカツアキ コウノアキコ

※エントリーフィーの払込が未了の方は記載されていません。


