
SL6-8　（敬称略）
青木 祐大 アライ世田谷

秋元　奈梨美 Ichika Bachika

荒岡 悟 Magicians Red

有ヶ谷洋 CTR High-Ball

池田和正 hanbun lefty

石原　一秋 team ISHIHARA-MAYT

岩崎　一紀 Scratch　Triton

岩谷真典 イワタニーズ

植木真樹子 Bakemon Go

浮ヶ谷徹也 Orge

遠藤義輝 The Sushi Nights/Terkos

大内吾朗 TFF-Mr.ogisso

大熊伊房 Kuro.place

大崎　薫 GAMBA　OSAKI, UshiShiHOMPO.com

大元 和也 Imperial Ⅰ

岡田 隆助 team  ISHIHARA-MAYT

岡田卓 中延たっぴんず

岡田忠勝 B&Dタイタン

岡本康裕 中延たっぴんず

奥田玄三 Do.S+1

奥野 奈都子 NSS、チームしましま

奥野光一 TeamZERO

奥山衛 TEAM相馬

小倉 幹人 Qrins

小栗邦彦 CTR High-Ball

落合英雄 中延たっぴんず

加藤功介 Qrins

鎌仲将洋 B&Dシュリンプ・kero kero Paradise

上村英司 orge

川合啓太 Mr. 8(エイトボール)

河口和之 kero kero Paradise

川畑 就 doyukai

川俣　寿弘 Idlewild west

岸田謙吾 サイド

きたの　たいぞう Motley Angels

木村　剛 GOD DRAGON

木村龍平 blanco

洪 源 Mr.8

工藤 喜之 サボンズ

古賀遼太郎 EDOGAWA LOVE STORY

後藤彩 キングサム

小山 博史 学撞

今野　さゆり GRAND JETASY

斎藤圭吾 GOD DRAGON

齋藤 悠貴 FRIEND TIGER

五月女　淳 countup、High - Lows

坂口　智一 playing-horse

坂口健太郎 上から言う気!?

佐生　雅彦 Purple Heart Battalion

佐藤貴則 ぶれいくするぅ

佐藤智信 hanbun lefty

郷弥生 CTR Low-Ball

鹿野真輝 メリケンサックガールズwithB



進藤勇輝 上から言う気!?

末次 紘基 Umescent

菅原大友 浪人

清健介 Ringmid

高垣正弘 snowball

高木慎一 Do.S+1

多田昌史 TFF-Ms.ogisso

田中朝子 chopper

田中将道 Bus Gas Bombers

墳本浩二 TFF-with B

堂坂義人 B&Dクラシック

戸ヶ崎　誠一 Scratch　Triton

飛田健士郎 Qrins

鳥海喜孝 GoldenGoose

取釜英之 countdown

中澤功 WALICE

長島　正明 diamond

中島信博 TFF-Ms.ogisso

中條裕人 via

中之前 幸祐 INOCHI-DAIJINI

奈良潤一郎 ぶれいくするぅ

新國 靖之 Sagittarius

庭和樹 atwills+

沼尻  直人 Hide Out Waseda

橋本祐介 SUN BLACK

日野研太 komari　japan

平井隆之 GMC Soma、Side stars

平野雄司 VALICE

福本　剛士 ブランコ

藤江正敬 GMC Soma

藤川正東 imperial2

藤木　崇次 MECCA BEAT Yokohama

星野　敦 Jelly Roll

Jover, Raul B&Dクラシック・フレンドドラゴン

堀ノ江香代子 hanbun lefty, kerokero paradise

本田　雅広 目黒エンペラー11th

馬暁偉 komari　japan

前田 智紀 doyukai

松岡　祐介 Purple Heart Battalion

松下享平 GoldenGoose

松本和幸 Imperial II

松本　浩之 Fuchiko

森岡 大祐 ONIGIRI

安井聡志 CTR High-Ball

安田慎吾 Red Cyclone

山崎 正隆 KingMid

山田　博司 GRAND JETASY

山本明裕 祝たにーず

横田邦明 diamond

横手 諒 いのちだいじに

与謝野佑 Amazing!

渡邉 諭 blanco

渡辺 裕之 チョッパー



SL9only　（敬称略）
淺野正徳 PADAWAN

遊馬　豊 playing-horse

荒木愛 ガンバ大崎

井浦泰佑 いのちだいじに

石井 誠 Moon&Bunny

牛嶋佑 TFF-Mr.ogisso

遠藤哲也 The sushi nights

尾崎孝太 下北グーフィー

金井　和伸 Jelly Roll

北本洋 CTR Low-Ball

小池 恭則 CB CISCORN 

合原 勇 Ikebukuro Resistance

後藤信也 キングサム

曽根 聖 Moon&Bunny

筒井俊英 Ringmid

中島祐一郎 WALICE

狭間　純 neuhau2

長谷川嘉一 チームしましま

畑山誠記 komari　japan

平澤  秀轄 Hide Out boko

広田　耕 浪人

二渡 行基 アライ世田谷

堀野英樹 TFF-with B

増田 浩一 Lemon Beer

松本昌悟 銀嶺

松本徹 Bacchus

満留 貴義 LUPIN AAA

山崎高弘 Team Only You

山下皓平 criscent

渡邊智彦 Amaizing!

11月17日現在30名エントリー

あと2名募集中



JPA FESTIVAL 2017 エントリーリスト　エントリー順　（敬称略）
内藤清 VALICE

玉周平 キングサム

岩崎英弥 WALICE

草島由佳 WALICE

白井圭一 VALICE

荒井信好 キングサム

下浦千鶴子 VALICE

坂口百合 キングサム

朝倉峰之 VALICE

森加奈美 WALICE

米倉尚輝 WALICE

平野雄司 VALICE

後藤彩 キングサム

後藤信也 キングサム

三井まりえ 虫の息

吉川加奈 虫の息

吉川貴康 虫の息

大野啓以 虫の息

秂直美 虫の息

佐藤貴則 ぶれいくするぅ

奈良潤一郎 ぶれいくするぅ

菱沼友惠 ぶれいくするぅ

榎本浩也 ぶれいくするぅ

郷弥生 CTR Low-Ball

小栗邦彦 CTR High-Ball

池田優太 CTR Low-Ball

中山晃宏 CTR Low-Ball

下谷哲也 CTR High-Ball

橘弘智 CTR High-Ball

佐藤博幸 CTR Low-Ball

椿智子 CTR High-Ball

田崎大樹 CTR High-Ball

比嘉瑞希 CTR Low-Ball

迎美由紀 CTR Low-Ball

荻原翔太 CTR Low-Ball

鞠子沙橘 CTR High-Ball

安井聡志 CTR High-Ball

有ヶ谷洋 CTR High-Ball

北本洋 CTR Low-Ball

松本　浩之 Fuchiko

松岡　祐介 Purple Heart Battalion

佐生　雅彦 Purple Heart Battalion

斉藤　芳樹 Yoshi Island

森川　進 Cespa　A　Smaile

森川　真由美 Cespa　A　Smaile

濱　美佐子 Cespa　A　Smaile

水島　君恵 Art　Line

土屋　健太 Jelly Roll

金井　和伸 Jelly Roll



菅原　竜郎 playing-horse

遊馬　豊 playing-horse

細山　春菜 playing-horse

佐生　めぐみ playing-horse

佐生　美沙代 playing-horse

田中　久恵 playing-horse

坂口　智一 playing-horse

狭間　純 neuhau2

栗本　茜 neuhau2

堀合　寛斗 neuhau2

戸ヶ崎　誠一 Scratch　Triton

岩崎　一紀 Scratch　Triton

平野　富美夫 Scratch　Triton

沼田　千里 GRAND JETASY

高味　裕之 GRAND JETASY

吉田　聖 GRAND JETASY

山田　博司 GRAND JETASY

今野　さゆり GRAND JETASY

菱沼　友輝 Hissy's

菱沼　咲織 Hissy's/Sagittarius

一戸　崇志 Hissy's

秋元　奈梨美 Ichika Bachika

岩野　勇気 Ichika Bachika

岡部　良光 Ichika Bachika

川崎　次郎 Ichika Bachika

長崎　彩子 Ichika Bachika

圓木　章義 Scratch　Triton

矢部　正彦 Jelly Roll

藤塚　茜 Jelly Roll

尾山　翔平 neuhau2

星野　敦 Jelly Roll

竹内 祥 FRIEND DRAGON

高崎 真作 FRIEND DRAGON

吉安 修 FRIEND DRAGON

齋藤 悠貴 FRIEND TIGER

竹添雄三 Four Dimensions

大森勇司 Four Dimensions

高倉由美子 Four Dimensions

スンダーバラチャンダー Four Dimensions

佐藤公一 Four Dimensions

二渡 行基 アライ世田谷

坂本 亨平 アライ世田谷

青木 祐大 アライ世田谷

後藤 寛太 アライ世田谷

井坂 善樹 アライ世田谷

大崎　薫

GAMBA　OSAKI

UshiShiHOMPO.com

近藤　公美 GAMBA　OSAKI

増田　修 GAMBA　OSAKI

滑川　真希 GAMBA　OSAKI

福島　祐基 GAMBA　OSAKI, Iwatani-Zu

進藤勇輝 上から言う気!?



坂口健太郎 上から言う気!?

中里見慎一 上から言う気!?

中井隆 上から言う気!?

岩渕智行 上から言う気!?

黒川真由美 上から言う気!?

渡邊智彦 Amaizing!

高野愛永 Amaizing!

堀ノ江香代子 hanbun lefty, kerokero paradise

佐藤智信 hanbun lefty

北畠 毅一朗 one chance

満留 貴義 LUPIN AAA

釜塚 惠美 LUPIN AAA

伊藤 誠 T-monkey

高田 秀一 T-monkey

加藤功介 Qrins

佐川雅美 Cannon.K

篠原彰 Cannon.K

平野ゆうき Cannon.K

塚田容子 06002 passione

上田　香苗  MECCA BEAT Yokohama

与謝野佑 Amazing!

東山 朋広 SUN RED

坂上 綾 Magicians Red

荒岡 悟 Magicians Red

岡本史子 orge

上村英司 orge

田中裕子 目黒エンペラー

打越あきよ カメカメ薔薇ダイス

坂本美希 目黒エンプレス、カメカメ薔薇ダイス

小池 恭則 CB CISCORN 

きくちあきこ hanbun lefty

池田和正 hanbun lefty

長谷川嘉一 チームしましま

吉田昇平 CB CISCORN

田中朝子 chopper

石田 有由菜 Tora.e-mon

長島　正明 diamond

川合啓太 Mr. 8(エイトボール)

五十嵐 治人 中延ガラシーズ

徳原 教恵 中延ガラシーズ

伊東　敏和 TRE666

山崎高弘 Team Only You

尾崎孝太 下北グーフィー

松本徹 Bacchus

飯島政成 チョッパー

櫻井 すず チョッパー

渡辺 裕之 チョッパー

榎本和喜 Chopper

岡野　康弘 Silver wolf

野口 真輝 LUPIN AAA

金持 徹也 LUPIN AAA



横田邦明 diamond

平木 渓一郎 countup

加藤順子 下北グーフィー

伊藤友美 下北グーフィー

松本昌悟 銀嶺

山崎 正隆 KingMid

郭 悠翔 KingMid

谷崎 友哉 KingMid

藤本 和明 04608 Media Five

林田 泰輔 04608 Media Five

牛房 遼平 04608 Media Five

佐藤萌香 countup

干場愛美 countup

天野慶 countup

川俣　寿弘 Idlewild west

荒木愛 ガンバ大崎

小山 博史 学撞

鳥海喜孝 GoldenGoose

松下享平 GoldenGoose

中野宏一 GoldenGoose

小川裕貴子 GoldenGoose

庭和樹 atwills+

山口順也 atwills+

村中仁 atwills+

山路紘徳 atwills+

熊谷颯人 atwills+

丹野仁美 atwills+

曵地彩渚 atwills+

望月祐輔 atwills+

亀割翔 kamekamebaradaisu

内田賀子 mahalo

堂坂義人 B&Dクラシック

石見光有 B&Dシュリンプ

山口真紀子 B&Dクラシック・インペリアルⅠ

Jover, Raul B&Dクラシック・フレンドドラゴン

宮崎将弥 B&Dシュリンプ

松田武正 B&Dシュリンプ

中西大雅 B&Dシュリンプ・Do.S+1

結野啓 Do.S+1

高木慎一 Do.S+1

奥田玄三 Do.S+1

鎌仲将洋 B&Dシュリンプ・kero kero Paradise

岡田忠勝 B&Dタイタン

齋藤雅樹 B&Dタイタン・インペリアルⅡ

尾崎和寛 B&Dタイタン

河口和之 kero kero Paradise

藤井咲子 kero kero Paradise

高橋やよい B&Dクラシック

大野堅 B&Dクラシック・kero kero Paradise

尾崎靖紘 B&Dタイタン・KU-MA-!!

渡邊大和 TFF-with B



粟井修司 TFF-with B

小木曽ゆりか TFF-Ms.ogisso

西野栄理子 TFF-with B

小木曽修 TFF-Mr.ogisso

藤井美智恵 TFF-Mr.ogisso

羽鳥あゆみ TFF-Mr.ogisso

中西佑介 TFF-with B

小椋陽太 TFF-with B

鈴木勇人 TFF-Ms.ogisso

丸山誉高 TFF-with B

山田大一朗 TFF-Mr.ogisso

大内吾朗 TFF-Mr.ogisso

中島信博 TFF-Ms.ogisso

墳本浩二 TFF-with B

多田昌史 TFF-Ms.ogisso

牛嶋佑 TFF-Mr.ogisso

堀野英樹 TFF-with B

樋口 靖 横浜サイドナイン

小田由紀子 06004 PADAWAN (自由が丘ニュー文化)

大元 友恵 Imperial Ⅰ

大元 和也 Imperial Ⅰ

加藤安雄 Iwatani-Zu

若江 梨々花 Criscent

宗形 隆 BUS GAS BONBERS

岩佐 圭祐 KingMid

池田　宗廣 うたまろ

松田 健 Shooting stars

山口竜弥 下北グーフィー

杉田生楽 067110Tora.e-mon

ホリマサノブ コーナーポケット

安田慎吾 Red Cyclone

吉田靖彦 Red Cyclone

丸谷一真 Red Cyclone

太田　典男 BUS GAS BOMBERS

渋谷　達哲 BUS GAS BOMBERS

太田　綾 team ISHIHARA-MAYT

木下 健二 Sagittarius

新國 靖之 Sagittarius

ディグス 栄子 Sagittarius

堀野憲右 サムライ宗本家

高木 麟太郎 学撞

徐 芝儀 Samurai-so-honke

謝 い Samurai -so-honke

古賀 愛子 Samurai-so-honke

日野研太 komari　japan

渡辺匠 komari　japan

畑山誠記 komari　japan

岡本康裕 中延たっぴんず

野高あゆ美 中延たっぴんず

古川浩太 中延たっぴんず

清健介 Ringmid



筒井俊英 Ringmid

山本明裕 祝たにーず

木村　剛 GOD DRAGON

斎藤圭吾 GOD DRAGON

永井克拓 GOD DRAGON

成瀬 真貴 pocchiy's

佐藤 綾乃 pocchiy's

大島 めぐみ pocchiy's

石山今日子 RISK0

曽根 聖 Moon&Bunny

石井 誠 Moon&Bunny

小倉 幹人 Qrins

石原　一秋 team ISHIHARA-MAYT

大川綾 komari　japan

馬暁偉 komari　japan

久我勇佑 komari　japan

岡田卓 中延たっぴんず

落合英雄 中延たっぴんず

滝澤良子 中延キャンディーズ

松川　道弘 千葉　OneChance

奥野 奈都子 NSS、チームしましま

奥野光一 TeamZERO

松尾千帆 Lipswings

川口博之 Lipswings

三竹伸之 Matatabi

阿部義 EDOGAWA LOVE STORY

佐藤賢和 EDOGAWA LOVE STORY

酒井 美輝彦 Bacchus

田中　一毅 COCONUT White

田中奈穂子 Umescent

梅津優輝 Umescent

河合 一晃 miel

河野佑実 Merikensack girls with B、MECCA BEAT Yokohama

内仲  英樹 チームZERO

菊池太朗 Amazing!

沖山俊樹 AZ.Vegas

神山龍清 目黒エンプレス

松本和幸 Imperial II

薄谷星輝 Umecesnt

松元  勝志 Mikoshi

西山明志 NSS

古賀遼太郎 EDOGAWA LOVE STORY

豊嶋一人 passione

高橋将也 バグース道玄坂

安嶋 太一朗 Tre Squares

村山 香織 GINREI

岩谷真典 イワタニーズ

Grant Weldon motley angels

藤木　崇次 MECCA BEAT Yokohama

山下皓平 criscent

恵美雄一 オンリーワン



皆川夕美 オンリーワン

松本 翔太 High-Lows

渡邉 能匡 BIG GUM

平澤  秀轄 Hide Out boko

沼尻  直人 Hide Out Waseda

土方 悠暉 Amazing !

高木  理沙 Flannel  

高根沢 諒 Blanco

長谷川宙 池袋レジスタンス

岩田　純江 Bacchus（松山ビビヤード）

高坂将大 ONIGIRI

島田恵 Spoops

山本 爽音 INOCHI-DAIJINI

井浦泰佑 いのちだいじに

笈川美樹  GOD DRAGON

田村 昌之 Ikebukuro Resistance

合原 勇 Ikebukuro Resistance

吉田 真澄 jippy

中之前 幸祐 INOCHI-DAIJINI

高浜菜摘 HEAVEN FIELD

野木斉 HEAVEN FIELD

天野昌之 HEAVEN FIELD

岡本政仁 HEAVEN FIELD

貴堂剛介 HEAVEN FIELD

工藤 喜之 サボンズ

横手 諒 いのちだいじに

井上紗絵子 Bakemon Go

前田 智紀 doyukai

福本 文 AZ.VEGAS

川畑 就 doyukai

木村淳 Bacchus

西島 瀬玲奈 AIMS

渡邉 諭 blanco

柳本洋幸 Countdown

むらかみ　つよし Motley Angels

たむら　じゅんな Motley Angels

けしかわ　とものり Motley Angels

くろさわ　のりあき Motley Angels

きたの　たいぞう Motley Angels

新田 香織 GOD DRAGON

海老原朋斉 02602 Hide Out WASEDA

広田　耕 浪人

菅原大友 浪人

大久保芙美 hide out boko

静谷秀寿 EDGAWA LOVE STOLY

清水裕亮 Fukumens

岸田直輝 Fukumens

中島真由美 Fukumens

加藤泰地 Fukumens

橋本祐介 SUN BLACK

坂本　雅彦 Donkey Angels



坂井　勇太 江戸川ラブストーリー(no9 葛西)

平田好史 CB CISCORN

木村 なおみ DonkeyAngels

石井駿介 池袋レジスタンス

中馬禎之 TEAM ZERO

渡邉夏奈 Umescent

末次 紘基 Umescent

高垣正弘 snowball

岡田 隆助 team  ISHIHARA-MAYT

金児 由太 GOD DORAGON

春田暁子 Titanium

江川惇 titanium,MAHALO

齋藤麻那 Tight Luck

松井尚之 ワンチャンス

茂木悟 A.B.cronies

風間 美幸 NUGGET NAGETTO

疇地美佐 浪人

弓場　裕次郎 team-bunny White

鹿野真輝 メリケンサックガールズwithB

山本誠耶 メリケンサックガールズwithB

保坂誠 Blanco

淺野正徳 PADAWAN

林義和 team-bunny Black

木村 明彦 COCONUT Black

大西智道 TEAM NEKOZO

山口正良 下北グーフィー

谷村　浩 Osamu　Japan

寺﨑頼一 メリケンサックガールズwithB

安積一 Countdown

屋良朝俊 team-bunny Black

庄司 和樹 Imperial Ⅱ

永原 将洋 Team ZERO

金子　清 team-bunny Black

佐藤正道 寿司ナイト

長谷川沙織 寿司ナイト

井上 美保 AAA（錦糸町ルパン）

松本雅子 imperial2

藤川正人 imperial2

平 廣太郎 kero kero Paradise

木村 幸広 count down

黒田浩幸 Lemon Beer

日暮 智仁 Big Gum

奥山衛 TEAM相馬

池田友子 Orge

浮ヶ谷徹也 Orge

鈴木賢也 Tora.e-mon

大熊伊房 Kuro.place

柳澤 泰江 ウシシ本舗.com

前田 宰 Magicians Red 

中島祐一郎 WALICE

長谷川 恵美子 Sushi Nights



中條裕人 via

佐賀晴美 via

木下 歩美 TEAM NEKOZO

岩本 英純 TY7

古川　愛 TRE666

松本 浩児 02703 Team BD

近藤　亮太 Bacchus

木村龍平 blanco

平井隆之 GMC Soma、Side stars

藤江正敬 GMC Soma

浅野興孝 いのちだいじに

高平潤一 Tora.e-mon

本田　雅広 目黒エンペラー11th

小池 脩斗 Qrins

阿部 真也 326ZAGIN

遠藤義輝 The Sushi Nights/Terkos

内田　めぐみ 326ZAGIN

増田 浩一 Lemon Beer

菅沼一浩 Hide Out boko

御影池 真一 The sushi nights

遠藤哲也 The sushi nights

取釜英之 countdown

田村美紗 コーナーポケット

洪 源 Mr.8

森岡 大祐 ONIGIRI

中澤功 WALICE

鳥原早貴 Blanco

奈良幸与 銀嶺

飛田健士郎 Qrins

圓木　章義 Scratch　Triton

福本　剛士 ブランコ

五月女　淳 countup、High - Lows

樋口大輝 チーム しましま

安田慎吾 Red Cyclone

高橋英明 JiyukukanAC　Jippy

繁治友香 JiyukukanAC　TAKUMI

岸田謙吾 サイド

植木真樹子 Bakemon Go

田中将道 Bus Gas Bombers


