
島根サミット2016　エントリーリスト

名前 ロケーション 名前 ロケーション

イワタ　タクヤ ファッシネイト イワタ　アイ ファッシネイト
イナタ　リョウジ ファッシネイト タケナカ　ヒカリ ファッシネイト
タハラ　シンヤ ファッシネイト ワダ　カズキ ファッシネイト
ヨネダ　ケン ファッシネイト スギタニ　コウタ ファッシネイト

キシノ　ナオユキ バケラッタ ヤマネ　ハルカ バケラッタ
ヒライシ　テツオ バランス オオニシ　ウツキ バランス
ミゾグチ　トオル タック シモムラ　ジュンイチ バランス
ヤマオ　ミネユキ ズーアンドズー バンドウ　ユカ ズーアンドズー
カジタニ　ショウゴ ズーアンドズー カジタニ　セイコ ズーアンドズー
タケウチ　ユウヤ ズーアンドズー コシノ　ユウ ズーアンドズー
ナガサワ　ショウタ ズーアンドズー ハマダ　ミズキ ズーアンドズー
イナタ　マサヒコ ズーアンドズー マチアイ　トシハル ズーアンドズー
ハマダ　タカノリ マックス ノダ　シュウヘイ マックス
シミズ　リョウヘイ ルイードタバーン カメオカ　シオリ ルイードタバーン
イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン イゲタ　ナオヤ ルイードタバーン
ミヤモト　ユキ ルイードタバーン モリタ　ショウグン ルイードタバーン
ササキ　フウカ ルイードタバーン オオシタ　セイナ ルイードタバーン
モリ　ハヤト ルイードタバーン ナカムラ　ユウキ ルイードタバーン

ハマナカ　サトル タック イノウエ　ユウキ タック
ヒロナカ　ナツミ タック ヨネモト　ユウト タック
イシダ　ユキノリ タック コガマ　ヒロコ タック
ハタケヤマ　ヨシミ マックス　フクヤマ フナヤマ　ヤスユキ マックス　フクヤマ
コウグチ　シンイチ ダーツカフェ　ティト　ヒロシマ トヨアキ　マイ ダーツカフェ　ティト　ヒロシマ
ヤマダ　ユウタ ダーツカフェ　ティト　ヒロシマ イマダ　ナツミ ダーツカフェ　ティト　ヒロシマ
シラタニ　ケンジ ホワイトマーブル ノト　ユウイチロウ ホワイトマーブル
ミヤモト　ノリオ ホワイトマーブル ヨシオカ　ヒロキ ホワイトマーブル
イクタ　ヒロユキ ホワイトマーブル オオハラ　マサミチ ホワイトマーブル
アンダチ　ケイジ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ イダ　シュンイチ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ
アダチ　ジュンコ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ ニイタ　マサミ ｼｮｳﾁｭｳｱﾝﾄﾞﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ　カゴシマ
マエタ　ユウキ アローズ オグラ　ミエコ アローズ
シンバラ　ヒロシ アローズ ヤマムラ　マサタカ アローズ

タナベ　ユウイチロウ アローズ シンバラ　サトシ アローズ
クラシタ　ジュンジ アローズ タナカ　タカキ アローズ
エンドウ　キョウヘイ アローズ ヤクラ　カナコ アローズ
ヤマモト　ミオ スイング ツガワ　スバル スイング
ナス　ヒロアキ スイング ナカムラ　ユウヤ スイング
オカガキ　リョウ スイング ヤブウチ　タクミ スイング
ハマダ　タダシ スイング テシマ　ジュンジ スイング
ミカモ　ハヤト スイング タカタ　ナツキ スイング
オカダ　エイジ タップラップクラブ トミタ　ヒロキ タップラップクラブ
サクタ　カズヒロ ターゲット モンマ　グン タップラップクラブ
タケベ　ヨシユキ タップラップクラブ スガイ　ヒトミ タップラップクラブ
オカムラ　トモエ タップラップクラブ フジハラ　セリカ タップラップクラブ
ヤマモト　ヒロキ タップラップクラブ ミネタニ　タダシ タップラップクラブ
アダチ　ユウジ タップラップクラブ ニシグチ　マサトシ タップラップクラブ
ヨシオカ　ケン タップラップクラブ ヨムラ　ヒトミ タップラップクラブ
サトウ　ヒロシ タップラップクラブ サトウ　タクヤ タップラップクラブ
ウエノ　マサカズ ターゲット イガワ　フトシ ターゲット
ヤマモト　カオリ ターゲット アイミ　タクヤ ターゲット
カミタニ　アサミ ターゲット ヤマサキ　レイシ ターゲット
クニマサ　コウダイ ターゲット ウエノ　アヤカ ターゲット
ハラダ　ジン ターゲット フジハラ　ジュン ターゲット
クニトウ　ヒロシ ターゲット サトウ　ダイスケ ターゲット
ヤマモト　キョウコ ターゲット アツタ　ユキ ターゲット
ノツ　アキヒサ ターゲット ノツ　ナオフミ ターゲット
ヤノ　コウキ ターゲット イノウエ　アルト ターゲット
クリス　コウジ トランス トミナガ　ルネ トランス
コガマ　タカコ トランス ヤシマ　タカヒロ トランス
モチモト　テツシ プラスナイン トクダ　ミエ プラスナイン
ミハラ　マサツグ プラスナイン タカハシ　ナガユキ プラスナイン
ムラタ　アキヒロ バー　テンペスト イイダ　タカシ バー　テンペスト
イケダ　ユタカ バー　テンペスト ハヤシバラ　カナ バー　テンペスト
テシマ　タカヒロ バー　テンペスト オオクニ バー　テンペスト
サナダ　リョウ バー　テンペスト ムライ　カズヤ バー　テンペスト
カトウ　タケシ バー　デスペラード ハマ　ゲンタ バー　デスペラード

カツミ　シュウヘイ バー　デスペラード ノグチ　ツトム バー　デスペラード



ヨシノ　リョウタ バー　デスペラード タナベ　コウゾウ バー　デスペラード
イシバシ　キヨノブ バー　デスペラード キノシタ　コウスケ バー　デスペラード
タナカ　ミユキ バー　デスペラード エンドウ　コウセイ バー　デスペラード
セオ　ヨシヒロ バー　デスペラード サワダ　カナミ バー　デスペラード
ホッタ　カズノリ バー　デスペラード オカムラ　アユミ バー　デスペラード
ヒサムラ　ハヤト スリーズハウス ヤマダ　ケンジ スリーズハウス
アラカワ　リキ スリーズハウス ヒラオカ　ヒロヒサ スリーズハウス
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
ワタベ　タケシ スリーズハウス ササキ　ダイシ ハート

ヨシムラ　リョウスケ スリーズハウス マツダ　シュン スリーズハウス
ヨコザワケン スリーズハウス ナカノ　ユウジ スリーズハウス

カワカミ　ヤスユキ スリーズハウス ハセガワ　トモ マックス
ハラ　カズヒロ トレンディ シオミ　ケイジュ ハート
ムラカミ　ユイナ トレンディ ツバキ　アヅサ マリオ
ハマモト　シズマ トレンディ マツムラ　タイキ トレンディ
コタニケンタ トレンディ ナカガワ　サチエ トレンディ
オオモト　トシキ トレンディ ハヤタ　トシユキ トレンディ
キハラ　ユカ トレンディ ミゾグチ　アケミ タック

イシダ　タケハル マリオ ムラカミ　トモヤ マリオ
ハタヤマ　ミキト マリオ タマガワ　ヒロト マリオ
ワタナベ　タイチ マリオ ニシオ　タイチ マリオ
フジハラ　マサミ マリオ ヤスダ　サチコ マリオ
ヤマダ　アイミ マックス　ヒロシマエキマエテン キムラ　アキトモ マックス　ヒロシマエキマエテン

ヤマモト　ヤスヒロ マックス　ヒロシマエキマエテン ヤマダ　タカミツ マックス　ヒロシマエキマエテン
ニシハラ　ユウダイ ジュウハチバン ナカモト　ケイ ジュウハチバン
ホリ　シゲアキ ジュウハチバン シナガワ　リホ ジュウハチバン
フルカワ　トシクニ ハット ヤマモト　ケイ ハット
スギヤマ　ユウタ ハット オダ　シュンヤ ハット
マスダ　マサナリ アライズ タカハシ　ユウヤ アライズ
ヤマモト　ユウジ アライズ タツヤマ　アキヒコ アライズ
オクダ　タイヘイ アライズ フチガミ　カズマ アライズ
タカハシ　タツヤ アライズ クリス　ユキ アライズ
ナカムラ　ヒカル アライズ ウラ　カズキ アライズ
オオタ　ユウキ ダーツダイガク ソノダ　カツミ ダーツダイガク
フクダ　クニアキ ライフ フジハラ　ススム ライフ
マツザキ　キヨシ ライフ スザワ　トオル ライフ
カネツキ　ナオト ライフ ウチダ　タツヤ ライフ
イタガキ　ユミ ライフ ヤマモト　ユウキ ライフ

クマガイ　マサヒコ ジャロウ タカハシ　ワタル ジャロウ
ワキウラ　タツヤ ジャロウ ハラウチ　セイナ ジャロウ
タバラ　モトユキ ジャロウ モリシタ　ヒデヒロ ジャロウ
マサモリ　リョウジ スリーネクスト ヤマサキ　シンヤ スリーネクスト
モリヤマ　タクオ スリーネクスト ミノダ　マサカズ スリーネクスト

テツモト　ケンタロウ スリーネクスト シバタ　リョウスケ スリーネクスト
ヤマサキ　ヒロキ スリーネクスト タオ　タマミ スリーネクスト
ヤストミ　タツキ スリーネクスト アキヤマ　ミワ スリーネクスト
マツオカ　アキナ スリーネクスト シモダ　カズキ スリーネクスト


