
◆PHOENIX CUP in SENDAI　エントリーリスト

ID チーム名 エントリー① エントリー② エントリー③

101 チーム伊達政宗（ゲスト） オオウチ マユミ オオシロ アカリ シマムラ マオ
102 チームヤマッキー（ゲスト） イナガキ アイ ヤマダ アイ ナガシマ ルナ
103 No chair コバヤシ ユウタ ヒラト ショウ ナグラ タツヤ
104 SNS サクライリョウヘイ ニヘイコウ シンノウユウタ
105 BARDORA ショウジダイチ サトウシンイチ オオバリュウイチ
106 横地忍30歳おめでとう 横地忍 伊藤佑治 野村佳孝
107 どらぐーん オノデラカイト アベタクト アベシュウト
108 AREAREA@JAM サトウトシユキ ツチヤヒデキ タカハシヨウイチ
109 KKT カワダトシヒコ スエナガカズマ ハシバカオリ
110 やまとなでしこ ささきけい さかきたけいた えんどうかつゆき
111 Ｂ魂 アライヨシユキ フカセナオト イザワカズヒサ
112 郡司ロケッツ オヤマタクロウ タイラケンゴ グンジユウト
113 ハンバーグ師匠 ヨシカワユウ オザイミツキ サトウミナ
114 チームキ◯◯イ ヒロハラ　ジュンイチ サトウ　ハルカ ヘンミ　サトシ
115 ぱルぷんちぇ ヨシモトフミトシ サトウイキ フジタエリ
116 レスプレンダー ババ　ヤスコ タカハシ　ツカサ コクブン　シュンスケ
117 ちーむゆさ ユサミツヒコ イチノヘヤスト スズキショウタ
118 チームまるまる ワタナベタケアキ コンノクルミ アカマユウト
119 フジヤマとコウシたち フジヤマコウシ モチヅキコトネ モチヅキミサ
120 YKK ワタナベカケル キムラケイスケ モチヅキユウコ
121 チーム髭親父 ネギシタカユキ ハリウケイ スズキヨシヒロ
122 ヒーローズ キサラタケシ ミヤノアキラ トヨマキカヨコ
123 勝ち確太郎 サトウコウシン シラハタキョウヘイ オノデラカズキ
124 ROOMS コクブンセイイチロウ タカハシタカシ ナカヤマケンスケ
125 「6畳1間」 ササキ　タカユキ キムラ　マサフミ オオバ　ヨシヒト
126 飲酒ガールズ ハタダ マユカ タカハシ ヨシノ サトウ ラナ
127 drunkard カマタ　イタル タカハシ　ケイイチロウ タケダ　シノ
128 やさ男と暴れ馬 ヤマザキユウ エンドウショウコ アシカガサチエ
129 高田組＠BARCA ヤギヌマ　ノブヒト タカダ　ミキオ マツモト　トモキ
130 Barbie@BARCA ハギノ　ミサキ カトウ　リョウ ヤシマ　ミウル
131 おぱんちゅうさぎトリオ シオザワ　ユウセイ サイトウ リュウヤ ウチコシ　ダイキ
132 ちーむかまへん タケイショウタ チバユイカ ムラヤマシュン
133 めぐ一門 キョウノショウ ハヤサカタカヒロ オノマサシ
134 SKY @ARK フカヤショウヘイ オオタケユイト カワカミカイリ



135 JOCK&ARK スドウケイジ エンドウタクミ ヤマトタケル
136 A いまえだ ナガオカ　ジュンコ オカダ　ルナ ハヤサカ　ナオヒサ
137 てんやわんや トヤベナオキ キムラユウキ ハタケヤマトモアキ
138 Bar Tie up フジタ マサトシ フモト クリスティーナ ハカマダ アユム
139 パッキャマラード ハラダヒロアキ オオカワリョウガ カトウサオリ
140 Nexus ヤマウチ タカフミ コワタ カナエ モンマ タカオミ
141 AERZ常連 タカハシカズヒサ オイカワタツヤ カノハヤト
142 ルナージュ スズキユウジ サトウダイ マツウラヨシヒコ
143 皿にインク イトウナナセ ハガユウスケ ササキヨシキ
144 テキーラ王子と仲間達 マエダ　ケンゴ スギヤマ　タイキ ヤハラ　シノブ
145 HRTK サイトウカイ ユキモリカズキ カトウジュンヤ
146 B'COOL チバ シンヤ サトウ タカシ ツチサワ アヤカ
147 Team 平和主義@BARCA コウノ　コウヘイ ヤマキ　ダイスケ カンノ　ヒトミ
148 WAN!Bull@1 アベシュンタロウ ホリキリマサミ コンノマサヒロ
149 WAN!Bull@2 ウエスギイッペイ ツシマアオ クマダシュウコ
150 WAN!Bull@3 ドイアキヒロ アカマアクア コンノユウタ
151 ばびぃと気仙沼愉快な仲間たちババ　ショウジ マエカワ　エイ チバ　ユウキ
152 WAN!Bull@4 シミズヨウヘイ サワイノブアキ シミズカナ
153 TYS ミウラ　タイガ シカノ　サキョウ キタウラ　ユウ
154 下剋上 ササキ　シンヤ キクチ　ヨシアキ オオカワ　ユカ
155 mille-feuille GW明け再開だってイナツキ　ユウト ニイツマ　シホ イトウ　マリコ
156 mille-feuille GW明け再開 チバ　タツキ ニシオカ　リョウヘイ スザキ　リョウヤ
157 DOJOとmille-feuilleと世界の〇〇イトウ　マサタカ オオヌマ　カツミ アンザイ　ワタル
158 WAN!Bull@5 ショウジマサヒロ サクライセイジ ウエスギサヤカ
159 WAN!Bull@6 ハヤカワアキラ オオミヤトモアキ カトウヒロノリ
160 ブエナビスタ キムラ　カズヤ カガヤ　ヤスユキ ワキサカ　ヒロヤ
161 チャーハン コビヤマ　ミホ マンネン　マユ ナガイ　アキヒサ
162 西川さん ニシカワコウジ セキモトコウシ カワサキユウスケ
163 ディオニュソス コンドウアキラ サトウタマミ アベユウヤ
164 アメリカンダイナーホヌ ヤベフミヤ マツモトリュウコウ アラカワモトキ
165 アメリカンダイナーホヌ2 アキヤマユズル アマカワヒロキ ワカマツタイガ
166 分町附属 呑兵衛学園 酒乱組 アベタダスケ アベチヒロ アオキアグル
167 紅のBULL サイトウトモヒロ ササキトシオ ウジイエマサタカ
168 アメリカンダイナーホヌ3 イバラキアヤカ ヤマモトアユミ ヤマモトヒデユキ
169 チームアニマルズ コイケ　カツトシ オクデラ　リョウ スガワラ　コウヘイ
170 チームGrit A クドウ アキラ フジワラ ショウタ ストウ ダイスケ
171 チームGrit B スガワラ ワタル サトウ リュウナ ササキ ケント
172 チームGrit C ヌマタ ヨシフミ ハラハタ コウジ キクチ マミ


