
シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

ヨコチ シノブ ○ 25

サトウ タクミ ○ 16

キムラ ユウスケ 9

ノムラ ヨシタカ ○ 18

イシグロ コウタ ○ 18

ササキ ショウゴ 14

シバタ コウジ ○ 21

フクダ チアキ ○ 16

ナガオカ ジュンコ ○ 13

アベ タクミ ○ 18

アオト マリコ ○ 17

イシグロ コウヘイ ○ 15

イトウ ユウジ ○ 21

ツチヤ ヒデキ 15

ヤマグチ タクヤ ○ 14

ババ ショウジ ○ 22

キムラ アヤカ ○ 17

カトウ マサミツ 11

キムラ ユウキ 19

ナカムラ マナブ 16

オヤマ カズヒコ 15

アンドウ ケイスケ ○ 18

ヒルタ トモエイ 16

シイナ ススム 16

ササキ タツヤ ○ 19

ササキ トオル ○ 19

ナラ ガク ○ 12

アダチ マサノリ ○ 19

オオバ ハヤト ○ 17

マツダ タツヤ ○ 14

ノダ リュウヘイ ○ 20

オノデラ アツシ 16

アイザワ マドカ ○ 14

タカハシ ダイスケ ○ 21

アキヨシ ジュンタロウ ○ 15

サトウ エイジ ○ 14

EVOL　TRIOS　デビジョン　１

氏　　　名

50 Ｃａｆｅ＆Bar　JAM

50 Caerleon

50 Caerleon

50 Ｃａｆｅ＆Bar　JAM

50 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

50 ＡＲＫ

50 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

50 Ｃａｆｅ＆Bar　JAM

50
スポーツバー

ＴＩＰ　ＯＦＦ

50 CLOVER

50 ｅｉｇｈｔ

50
SHOOTING ＆ DARTS BAR

ZERO



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

サイトウ アキラ ○ 20

ヤギヌマ ノブヒト ○ 17

サトウ ユウイチロウ 13

ニシマキ リュウタ ○ 22

ノグチ ワタル ○ 18

スズキ トオル 10

カメヤマ カズオ ○ 18

アキタ シンヤ 17

モリモト ヒロキ 13

サイトウ ダイチ ○ 20

イトウ カツユキ ○ 17

ヤマダ ヤスユキ ○ 13

ムラマツ ハルキ 26

チバ タツキ ○ 14

カトウ ショウマ 8

シマヅ ユキヒロ 20

サトウ マサトシ 16

スギヤマ シンジロウ 14

ショウジ マサヒロ ○ 20

フルタ サヤカ ○ 17

イシヅカ ジュン ○ 13

ミヤノ アキラ ○ 21

サトウ ケンタ ○ 18

カツク レイ 11

50 ＠べべ

50 ＴＲＩＤＥＮＴ

EVOL　TRIOS　デビジョン　１

氏　　　名

50 ＢＡＲ　Ｔｒｉｐ

50 ９’ＢＵＬＬ

50 ＷＩＮＮＥＲ

48 ＲＥＢＥＬ

50 ＲＥＢＥＬ

48
Ｃａｆｅ＆Darts
ｍｉｌｌｅ-ｆｅｕｉｌｌｅ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

タカハシ ヨウイチ ○ 23

イシヤマ アサヒ 13

マンネン マユ 8

サトウ コウシン ○ 20

タケダ ヨシフミ 14

サトウ トモミ ○ 10

エンドウ ユウスケ ○ 20

タイアミ ユウキ ○ 14

カガヤ ヤスユキ ○ 10

ワタナベ タツヤ ○ 16

ササキ アキヒロ 14

タカハシ カツノリ 14

タナカ ヨシヒロ ○ 17

カモンゼキ マキ ○ 14

ムラカミ エミ ○ 13

カモンゼキ シゲル ○ 18

フルカワ トシカズ ○ 13

ムラカミ ヒトシ ○ 13

ワタナベ ショウ 11

オガサワラ ヒロタカ 15

アライ ヨシキ 18

イマエダ アキホ ○ 18

ヒラバヤシ ナオヤ 14

ヒダカ ヨシヒロ 12

サトウ コウスケ 17

フジサワ リュウジ 12

キッカワ コウジ 12

ササキ コウヤ ○ 18

チバ テルキ ○ 18

サクライ マサトシ 8

アベ シュンタロウ 16

サクライ セイジ ○ 16

ウエスギ イッペー ○ 12

サクライ タツヤ ○ 19

ナガシマ サトシ ○ 13

カナウチ トモヤ ○ 12

EVOL　TRIOS　デビジョン　２

氏　　　名

44 albero

44 Ｌｅｔｏ

44 Caerleon

44 Caerleon

44 Caerleon

44 Caerleon

44 B－Ｌｉｆｅ

44 B－Ｌｉｆｅ

44 Ｃａｆｅ＆Bar　JAM

41 Culture Bridge Café

44 CELEBRATIOH

44 ダイニングバーMZ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

ナカムラ マコト ○ 21

フクイ カイセイ ○ 16

サトウ ミチヤ ○ 6

アンサイ ワタル ○ 20

フクダ ルミ ○ 8

スサミ ケイシ ○ 12

タカヤマ ヤスヒロ 16

ナルミ サキ ○ 12

ミネギシ ユウキ 11

イセ トヨキ ○ 19

テシマ ユウジロウ ○ 16

ナカツガワ タクミ ○ 9

イワブチ タカシ 19

アベ マサヒデ 13

マツモト トモキ 12

オオウラ ヨシト ○ 17

サイトウ メグミ 7

ナガイ アキヒサ ○ 20

カンノ ミズエ ○ 20

オイカワ コウイチ ○ 16

カトウ アスカ 8

ハヤサカ タカヒロ ○ 17

ヤマキ メグミ 10

ササキ ユウスケ ○ 17

サトウ ユタカ ○ 17

エンドウ マドカ ○ 10

トミタ コウイチ ○ 17

カガヤ シュウ ○ 20

オオツキ ススム 14

サトウ マサヒコ ○ 10

サトウ ユウキ ○ 15

コミナミ ヨイイチ ○ 15

イタガキ ミツグ ○ 14

シノギ サトル 17

サイトウ シンジ 12

ヒシヌマ シゲトシ 15

44 ＢＡＲＣＡ福島

44 ｉｎｋ　ｏｎ　ｐｌａｔｅ

44 Ｂ’ＣＯＯＬ

44 Blanca Darts福島

44 albero

44 Blanca Darts福島

EVOL　TRIOS　デビジョン　２

氏　　　名

44 Darts　café　329

44 らいず

43 CONNECT

40 CONNECT

39 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

44 ＡＫＩＭ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

サトウ ダイ 21

ササキ レン 18

スガワラ ルミ 5

アベ ユウイチ ○ 17

タカハシ ヒロタカ 14

タカハシ マイ ○ 10

ササキ ユウタ 14

ホンダ トウゴ 14

ハマダ タカフミ ○ 12

カントウ ヒロミ ○ 16

サイトウ アキヒト ○ 15

クドウ ヒロタカ ○ 13

40 ＦＡＩＮ

41 ＠べべ

44 ＡＥＲＺ

EVOL　TRIOS　デビジョン　２

氏　　　名

44 ＳＤ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

ヒラツカ マサキ ○ 16

ハタナカ ユウキ 15

アンベ チエ ○ 7

キムラ カズヤ ○ 17

コンドウ ダイスケ 11

アツミ ユウヘイ 10

カマタ イタル ○ 13

イザワ カズヒサ 13

サトウ カズノリ 12

ヨシムラ カイト ○ 16

サイトウ ハルカ 6

ヒロハラ ジュンイチ 10

タケダ トシカズ 14

アビコ ユウヘイ 13

テラカワ シゲノリ 11

ヨコタ コウイチ ○ 12

ミタキ ヒロシ ○ 12

イマイズミ ユリエ 10

タンジ ユウタ 16

アンドウ ユミ 11

オオクボ ヨシキ 11

サトウ ジュンヤ 16

マツウラ ヨシヒロ 8

ツシマ アオ 6

オオヤナギ ショウタロウ 10

カワヒラ リョウタ ○ 15

トバ ハナコ ○ 10

スドウ ケイジ ○ 20

ワタナベ ミオ 11

オオワダ ミク 6

サイトウ ケイコ 17

ムラカミ アキラ 11

ホシノ カツロウ 10

チュバチ ケンタ ○ 15

イズミ ナオヒロ 11

オオダイラ タダハル 10

EVOL　TRIOS　デビジョン　３

氏　　　名

38 Caerleon

38 Caerleon

38 B－Ｌｉｆｅ

32 CELEBRATIOH

38 ９’ＢＵＬＬ

38 ＡＫＩＭ

36 ＡＫＩＭ

34 Ｃ’est Super NEO

38 ダイニングバーMZ

30 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

35 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

37 ＴＲＩＤＥＮＴ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

オノ トモヒロ 16

ゴトウ アキラ 16

キクチ マサシ 6

ヤマグチ コウヤ ○ 21

トヨマキ カヨコ ○ 7

フジワラ マイ ○ 5

タカハシ シュウト ○ 17

シダ カズキ 13

サイトウ ミサト 8

ゴトウ ヨシアキ ○ 14

ワタナベ タツヨシ ○ 14

クニカタ ユウスケ ○ 10

タカハシ カズヒサ 16

カノ ハヤト 11

コンノ ヒロキ 11

オイカワ タツヤ ○ 18

ヤハタ イクヤ 15

スガワラ コウジ 5

サトウ ヒロアキ ○ 17

スゲノ ヨシタカ ○ 13

ミナカワ ケンイチ ○ 8

ウジイエ ジュンイチ ○ 17

ネモト カズキ 12

ナガサワ マサユキ 7

タカダ ミキオ ○ 15

ヨコヤマ テツヤ ○ 14

タケダ ノゾミ 8

サクマ マサキ ○ 13

コバヤシ コウジ ○ 13

グンジ アヤカ ○ 10

クロサカ シンゴ ○ 12

カトウ ケイゴ ○ 14

ヤマシナ タクマ 10

ウチヤマ ススム 15

イノウエ ヒカル 15

モトキ マスミ 8

EVOL　TRIOS　デビジョン　３

氏　　　名

36 キュースター

38 ＡＥＲＺ

38 ＢＡＲＣＡ福島

36 ＢＡＲＣＡ福島

37 ＢＡＲＣＡ福島

38 ＦＡＩＮ

38 ＡＥＲＺ

33 ＷＩＮＮＥＲ

38 Darts　café　329

38 ｅｉｇｈｔ

38 ＢＡＲ　Ｄ

36 ＴＨＥ　ＲＯＯＭＳ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

イシイ カズキ ○ 13

ツチダ タクマ 11

ホリ タカミチ ○ 13

サトウ ヒロカズ ○ 13

ホンマ トシキ ○ 13

イシガキ タカヒロ ○ 10

スダ マサノブ ○ 17

サトウ ユウワ 6

ナガセ ヒカル ○ 15

タカハラ ヤスユキ 13

タカハシ イクコ 11

アラサワ シゲノリ ○ 14

セキシタ シンイチ ○ 16

カミナガ サトシ 12

サイトウ マキ 10

ヨシモト フミトシ 15

ニシオカ リョウ 15

カマダ マリカ ○ 8

シロセ アキラ 14

モンマ タカオミ 12

ヤマウチ タカフミ 12

ツガ ヒデノリ 8

ヨンドウ コウヘイ 11

ヨシカワ カツアキ ○ 19

クリヤマ ワタル ○ 11

コバヤシ トキオ ○ 13

フクダ トシフミ ○ 11

タケダ トモヒロ ○ 17

ヨシダ シンゴ ○ 12

アキホ ジュン ○ 9

タカハシ カズアキ ○ 14

サイトウ アヤ 8

サイトウ コナン ○ 13

アオヤマ ダイチ 16

サイジョウ ヒロシ ○ 12

ヒルタ シュウイチ ○ 10

38 ＡＲＫ

35 CONNECT

38
ｃｈａ ｃｈａ ｂｏｏ

ｋｉｔｈｉｎ

35
Ｃａｆｅ＆Ｄａｒｔｓ
ｍｉｌｌｅ-ｆｅｕｉｌｌｅ

38 CELEBRATIOH

38 ブレイクショット

38 ブレイクショット

38 ＲＥＤ　ＲＯＣＫ

38 ＲＥＢＥＬ

37 ＢＡＲ　ＺＥＲＯ

36 ＢＡＲ　ＺＥＲＯ

38 ＢＡＲ　ＺＥＲＯ

EVOL　TRIOS　デビジョン　３

氏　　　名



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

ウガイ マサシ 16

ハヤサカ ワタル 12

ヨシダ タクマ 10

ゴトウ タクミ 14

オノ ケンイチ 13

ワタナベ ヒロト 10

ササキ ジュンヤ 17

チバ タケヒロ 12

ササキ カオリ 6

カトウ ヒロユキ ○ 13

スズキ コウジ ○ 12

ヤツヤナギ リョウタ ○ 13

イケガミ ユキオ ○ 12

コジマ マコト ○ 12

イトウ コウジ ○ 13

カヤバ ノブユキ 18

タグチ ユウイチ 14

キクチ イクエ 5

イガラシ ヒロト 15

ミヤザキ シンヤ 15

ゴトウ マミ 8

38 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

35 ＡＥＲＺ

EVOL　TRIOS　デビジョン　３

氏　　　名

37 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

37 ＴＲＩＤＥＮＴ

38 ＲＥＢＥＬ

37 狂犬

38 Ｒｅｂｉｒｔｈ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

フカヤマ オサム ○ 13

カトウ マコト ○ 11

カンノ タカヒロ 8

シシド タカユキ ○ 12

コマイタ ユウスケ ○ 11

ヒキチ セイア ○ 9

シシド ユウジ 11

サウト ジュンペイ 11

モリ ショウタ ○ 10

モテギ マサヒデ ○ 13

ヨイタ シズル ○ 11

ウエキ ケンタロウ ○ 8

スガワラ タカコ ○ 12

スガワラ タケシ 10

オオエ キョウコ ○ 10

ササキ タカユキ ○ 13

ナカムラ マサト 10

タムラ カズオ ○ 9

コジマ ケンタ ○ 12

ハシモト タカノブ ○ 9

コセキ トモアキ ○ 11

ヨコヤマ トシキ 13

ヨコヤマ トシヒロ 9

ヨコヤマ チカ 10

コンノ マサヒロ ○ 12

ワタナベ カズマ ○ 11

クマダ シュウコ 9

モリヤ ユウキ ○ 12

カタクラ ユウタ ○ 8

クラカネ タイセイ ○ 12

イワモト トモオ ○ 12

オイカワ タツヤ 10

カナダ アツシ 6

トヤベ ナオキ 13

ハマバヤシ ユウスケ 11

ハタヤ ミキ 5

EVOL　TRIOS　デビジョン　４

氏　　　名

32 albero

32
SHOOTING ＆ DARTS BAR

ZERO

32 Ｌｅｔｏ

32 B－Ｌｉｆｅ

32 Caerleon

32
Café＆Darts
mille-feuille

32 ９’ＢＵＬＬ

32 ９’ＢＵＬＬ

29 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

32 ダイニングバーMZ

32 ＮＥＷ　ＥＤＧＥ

28 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

カンノ コウタ ○ 12

マフネ シンイチ 6

ワタナベ キョウスケ ○ 10

イイジマ ヤスシ ○ 11

タサキ カズノリ ○ 10

キミジマ ユウタ ○ 7

オノ ユウスケ ○ 13

サカイ ユウタロウ 10

ササキ マユミ 7

スズキ ヨシズミ ○ 12

カトウ ヒロシ 12

サトウ ナオキ 8

スガノ ヨウスケ ○ 11

ヒラツカ タツキ ○ 11

アベ ジュンナ ○ 10

ハヤシ コウイチ ○ 12

アリマ ワカナ ○ 10

サトウ カスミ 6

サトウ ケイ ○ 13

シブヤ レイナ 6

ホンダ シノブ ○ 13

トガシ キヨタ ○ 13

イトウ シュン 10

アマグチ シホ 7

セキモト コウシ 13

オトコザワ ツクル 8

コバヤシ マサオ 6

クサカ カズキ 11

ハシモト ヒロヤ 11

サトウ コウキ 7

モリヤ リョウタ ○ 10

イノウエ ケンヤ ○ 13

サイトウ タクマ 8

サトウ トシキ ○ 13

サクライ リエ ○ 10

サトウ チエ ○ 7

30 ＦＡＩＮ

EVOL　TRIOS　デビジョン　４

氏　　　名

28 ＡＲＫ

28 ＡＲＫ

32 ＢＡＲＣＡ福島

30 ＴＨＥ　ＲＯＯＭＳ

27 CELEBRATIOH

30 music　endless

29 ブレイクショット

31 CELEBRATION山形

32 ＢＡＲ　Ｔｒｉｐ

32 ＷＩＮＮＥＲ

28 ＷＩＮＮＥＲ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

ミカミ ヒロアキ ○ 13

シラカワ カツユキ ○ 11

サトウ ユイ ○ 8

センボクヤ ケイタ 13

アイモリ ミズキ 7

サトウ ミユキ 8

シカナイ マユ ○ 12

ササキ サトリ ○ 10

オオサカ ユウマ ○ 10

スズキ ユウジ 13

マツウラ ヨシヒコ 10

アベ ミサキ 6

ソウマ ゲン 13

タカハシ ダイキ ○ 10

サトウ ユウ 9

フジ ケイスケ 13

ハシモト ハサヒコ 12

チダ マサユキ 6

EVOL　TRIOS　デビジョン　４

氏　　　名

31 ＮＩＧＨＴ ＩＮ ＧＲＥＷ

32 ＳＤ

28 ＲＥＢＥＬ

32 ＲＥＢＥＬ

32 ＧＡＪＵＭＡＲＵ

29 ＡＥＲＺ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

カンバラ トシオ 8

ムラカミ コトミ 8

フクダ アミ 8

エンドウ ミズキ ○ 11

ササキ ユウスケ 7

オオタニ ユウキ 7

コザワ ヒロキ 10

シシド ジュンジ 10

エンドウ フミヤ 6

タカノ タクヤ 9

ツノダ リョウマ 8

カネコ ヒロアキ ○ 9

マツダ ヒデオ 10

マツダ ヨシタカ 8

ヨコヤマ アユミ 7

ヨシダ アサカ 8

ウチヤマ アマネ 8

ウラシマ タカヤ 8

ササキ ヒロシ ○ 9

コバヤシ タカシ ○ 9

オオギ リョウノスケ 8

フジタ ヒロシ ○ 10

サワダ モモミ ○ 9

アベ ヨシフミ ○ 7

ソウマ カツマサ ○ 7

タカハシ タクヤ ○ 7

キムラ タクヤ ○ 7

ババ ヤスコ 9

タケヤマ カズキ 7

コバヤシ マサト 7

サクライ アイ 8

コムロ マミ 6

マイタ ユウジ 8

コクブン シュンスケ 10

タカハシ トモコ 5

タカハシ カズノリ 9

EVOL　TRIOS　デビジョン　５

氏　　　名

24
SHOOTING ＆ DARTS BAR

ZERO

25
SHOOTING ＆ DARTS BAR

ZERO

26 Ｌｅｔｏ

26 Ｌｅｔｏ

25 B－Ｌｉｆｅ

24 B－Ｌｉｆｅ

26 エルバジェ

26 BAR　FIVE

21 BAR　FIVE

23 レスプレンダー

22 レスプレンダー

24 レスプレンダー



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

カマタ キョウタ 8

ソウマ アヤノ 8

ミウラ シンノスケ 8

リキマル ダイスケ ○ 8

サトウ ツカサ 8

タカハシ ユウタ ○ 5

イノウエ ナオユキ 10

モリヤ タケシ 7

コマツ　 ヨシヒサ 9

ツチヤ ユリ 9

フクダ マリ 9

マツダ サユリ 8

アオヤマ シンタ ○ 10

オノデラ カオリ ○ 7

カタギリ ハジメ ○ 7

ヤマト ユウキ 10

チウラ アキラ 6

イトウ モトナリ ○ 10

イワマ ナオミ 10

クドウ アヤ 7

ナカムラ リサ 8

サカモト ノボル ○ 11

オオバ ナルミ ○ 6

サトウ タダシ 8

モンマ セイイチロウ 9

ソウマ ミツヨシ ○ 9

ハタケヤマ ノリユキ ○ 8

サトウ タケト ○ 10

イシカミ リョウタ ○ 9

オクヤマ マコト ○ 7

ムラカミ ユサシ ○ 10

ミウラ キョウヘイ 8

オオタ ユカ 8

オヤマ ハルカ 11

ハシモト ノリアキ 8

オカザキ エリカ 7

26 ＢＡＲ　Ｔｒｉｐ

25 ｎｉｃｈｅ

26 ｎｉｃｈｅ

26 ＮＥＷ　ＥＤＧＥ

26 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

25 ＴＥＮ矢ＯＮＥ屋

26 ＦＡＩＮ

EVOL　TRIOS　デビジョン　５

氏　　　名

24 レスプレンダー

Ｃ’est Super NEO21

26 CELEBRATION山形

26 Ｃａｆｅ＆Bar　JAM

24
Ｃａｆｅ＆Darts
ｍｉｌｌｅ-ｆｅｕｉｌｌｅ



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

フルカワ ケイスケ ○ 11

クドウ カナ 8

サトウ ナミコ 5

タヤ シゲキ 10

サトウ ハルナ 8

イイズカ ユミ 8

スゲノ ヨシアキ 10

カワカミ ユキヒロ 9

イソザキ タイゾウ 7

ムトウ ユキノリ 10

スズキ ユウタロウ 9

ソウマ カエデ 7

タチバナ リョウ 10

ドイ シンヤ 10

アサクラ ナルミ 6

ミツヅカ ケイタ ○ 6

オオワダ ヨシフミ ○ 7

ゴトウ ヤスヒロ ○ 8

ワタナベ テツヤ 9

ハタノ ダイスケ 9

ナカジョウ チヒロ 8

タカハシ タカトシ 9

オノデラ ルミ 8

サトウ ミサキ 8

タナカ ヒロノブ 9

クリハラ ユウタロウ 9

フクイ アツシ 7

フクシマ マサヒロ ○ 11

イシカワ マサヨシ ○ 8

ヨネザワ ジュリ 7

サトウ トシノリ 8

アベ ユウコ 7

アキヤマ トモユキ 11

アオヤマ アヤカ 9

エンドウ ケイコ 8

スガワラ アヤキ 9

26
SHOOTING ＆ DARTS BAR

ZERO

26 ＲＥＤ　ＲＯＣＫ

26 ＲＥＤ　ＲＯＣＫ

24 CLOVER

26 ＡＥＲＺ

EVOL　TRIOS　デビジョン　５

氏　　　名

25 B'COOL

25
SHOOTING ＆ DARTS BAR

ZERO

26 ＢＡＲＣＡ福島

21 ＮＩＧＨＴ ＩＮ ＧＲＥＷ

26 B'COOL

26 らいず

26 らいず



シングルス 個人RT チームRT エントリーｓｈｏｐ

ヤシマ サキ 9

サイトウ リサ 8

カメヤマ シホ 5

オオタ カズヒロ ○ 10

サトウ カツエ ○ 8

ドド ハルエ 8

イタバシ カズヒコ ○ 9

カマタ マサヒロ 8

スズキ ヒトミ ○ 9

タカクラ チナツ ○ 7

サトウ リョウ ○ 6

オオサワ ユカ ○ 5

コン カズトシ 9

タカハシ ユウイチ 8

サトウ コウキ 9

アベ ヒロエ 9

オオタ サチ 9

オノ ナルミ 8

ハタケヤマ トモヒロ 9

ヌマクラ ミカ 8

イワムラ カヤト 6

ニッタ コウスケ 10

ヨシダ サチカ 9

カンノ ヨウヘイ 7

シマ ユウジ 9

ホンマ ダイスケ 7

ナカノ タダヒト 9

スズキ シンイチ 9

スズキ ノブユキ 9

ササキ マサハル 7

26 ＢＡＲ　Ｔｒｉｐ

26 ９’ＢＵＬＬ

EVOL　TRIOS　デビジョン　５

氏　　　名

26 Bar　クリケット

18
ｃｈａ ｃｈａ ｂｏｏ

ｋｉｔｈｉｎ

22 ＲＥＢＥＬ

26 ＲＥＢＥＬ

25 ＢＡＲ　Ｔｒｉｐ

23 music　endless

26 ９’ＢＵＬＬ

25 Ｄ’ｓ　ＴＲＩＢＥ


