
姓名 セイメイ 店舗名 出場クラス
⻘⽊ 聖 アオキ サトシ Flannel A
遊⾺ 豊 アスマ ユタカ セスパ A
阿曽 祐介 アソ ユウスケ Kou Hoaloha A
新井 栄⼀郎 アライ エイイチロウ セスパ東⼤宮 A
池⽥ 航平 イケダ コウヘイ ビリヤードブラザー A
⽯井 誠 イシイ マコト WISH A
⽯川 証 イシカワ サトル SALOOON A
⽯原 智⾏ イシハラ トモユキ Link北千住店 A
磯 朋如 イソ トモユキ TPBA A
稲住 遼 イナズミ リョウ Link⻄川⼝ A
井上 勉 イノウエ ツトム バグース新宿 A
内⼭ 直意 ウチヤマ ナオイ Mickey&ネプチューン A
榎本 智 エノモト サトシ セスパ東⼤宮 A
遠藤 厚 エンドウ アツシ ⾃遊空間⻲⼾ A
遠藤 義輝 エンドウ ヨシテル Unison B
⼤友 浩史 オオトモ ヒロシ ブラッキーズ A
⼤⼭ 広輔 オオヤマ ヒロスケ KULICKS A
⼤和⽥ 勝広 オオワダ カツヒロ セスパ東⼤宮 A
岡城 浩史 オカギ コウジ SPA A
岡本 和也 オカモト カズヤ Flannel A
⼩野 寛 オノ ユタカ tom's A
加藤 秀万 カトウ シュウマン SPA A
⾦井 和伸 カナイ カズノブ SPA A
神尾 啓 カミオ ヒラク Unison A
⾹村 明宏 カムラ アキヒロ KPBA A
川崎 次郎 カワサキ ジロウ SPA B
川連 ⼀⽃ カワツレ カズト 錦⽷町ルパン A
喜島 安広 キジマ ヤスヒロ SPA A
北⼭ ⼤貴 キタヤマ ダイキ SPA A
⼩池 教之 コイケ ノリユキ SPA B
合原 勇 ゴウバル イサム Unison A
⼩⻄ 徹 コニシ トオル ライクアチャイルド A
⼩林 順 コバヤシ ジュン SALOOON A
⼩宮 裕樹 コミヤ ユウキ KPBA A
⼩柳 武 コヤナギ タケシ ライクアチャイルド A
近藤 雅之 コンドウ マサユキ SPA A



姓名 セイメイ 店舗名 出場クラス
三枝 ⼤平 サイグサ タイヘイ メイプルハウス梶ヶ⾕店 A
斎藤 克幸 サイトウ カツユキ SPA A
斎藤 健輔 サイトウ ケンスケ SPA A
坂⼝ 敏彦 サカグチ トシヒコ BALLY A
桜井 尚之 サクライ タカユキ IRC A
佐藤 創 サトウ ソウ パラダイスたまプラーザ A
佐藤 智信 サトウ トモノブ バグース吉祥寺 A
佐藤 久克 サトウ ヒサカツ プレイヤーズ A
佐藤 祐太 サトウ ユウタ GPA A
塩川 翔太 シオカワ ショウタ バラエティー A
重松 亮太 シゲマツ リョウタ 錦⽷町ルパン A
島⽥ 幸⼀ シマダ コウイチ ライクアチャイルド A
清⽔ 潮 シミズ ウシオ TPA A
杉⼭ 歩 スギヤマ アユム オンリーワン A
鈴⽊ ⼀⽣ スズキ カズオ ビリヤードブラザー A
鈴⽊ 克典 スズキ カツノリ SPA A
須藤 ⼤介 スドウ ダイスケ アドバンス A
⽵内 承勲 タケウチ  ショウクン 錦⽷町ルパン A
建川 雄司 タテカワ ユウジ SPA A
辻澤 由⾹⾥ ツジサワ ユカリ ビリヤードブラザー B
寺⽥ 健次 テラダ ケンジ SPA A
天童 清貴 テンドウ キヨタカ SPA A
鴇崎 幸⼀ トキザキ コウイチ ライクアチャイルド A
⼾⾼ 正⾂ トダカ マサオミ セスパ A
⻑島 功 ナガシマ イサオ SPA A
中島 伸之 ナカジマ ノブユキ anything A
中⽥ 拓郎 ナカダ タクロウ セスパ A
中野 雅之 ナカノ マサユキ アロウズ A
中之前 幸祐 ナカノマエ コウスケ Link⻄川⼝ A
中村 ジェンネル ナカムラ ジェンネル 無所属 A
奈良 崇 ナラ タカシ SPA A
野島 直也 ノジマ ナオヤ SPA B
野本 剛 ノモト ゴウ SPA A
原川 宏明 ハラカワ ヒロアキ BALLY A
坂東 洋 バンドウ ヒロシ SPA A
平野 典孝 ひらの のりたか 時遊空間上横⽥ A
藤井 延欣 フジイ ノブヨシ KULICKS A
藤原 剛 フジヮラ ツヨシ メイプルハウス梶ヶ⾕店 A
⼆渡 ⾏基 フタワタリ ユキモト アドバンス A
堀⼝ ⼤樹 ホリグチ ダイジュ SPA A
本間 俊⾏ ホンマ トシユキ SPA A



姓名 セイメイ 店舗名 出場クラス
⾺ ⽴秉 マ リツヘイ ドリーム A
松岡 智晴 マツオカ トモハル 錦⽷町ルパン A
松本 昌悟 マツモト ショウゴ ひろき A
松⼭ 紀章 マツヤマ ノリアキ RALLY A
儘⽥ 智仁 ママダ トモヒト TPBA A
村上 昌史 ムラカミ マサフミ Link A
村⼭ 陽祐 ムラヤマ ヨウスケ Unison A
森⽥ 純正 モリタ ヨシタダ SPA A
⼭﨑 浩⼀ ヤマサキ コウイチ Link⻄川⼝ A
⼭下 純基 ヤマシタ ヨシキ KPBA A
⼭⽥ 晃輝 ヤマダ コウキ MANHATTAN A
⼭⽥ 智則 ヤマダ トモノリ リバプール勝⽥ A
⼭⽥ 久義 ヤマダ ヒサヨシ SPA A
⼭⽥ 博司 ヤマダ ヒロシ SPA B
横⼭ 浩⾏ ヨコヤマ ヒロユキ ALCEDO A
吉町 光⽣ ヨシマチ ミツオ SPA A
林 承豊 リン チャンホォン ドリーム A
若林 寿岳 ワカバヤシ トシタケ MANHATTAN A
若林 諒 ワカバヤシ リョウ 5&9 A


