
店舗名 プレイヤー① プレイヤー②

10 Fields Factory ほしの　みつまさ おの　けいた

10 Fields Factory たにだ　たかお おおしろ　まさき

10 Fields Factory やまもと　のぶひろ のげ　しゅんぺい

10 Fields Factory えのまた　しんご くろかわ　ともなり

10 Fields Factory あさだ　せいご しばた　とよかず

10 Fields Factory かざま　ゆうた すずき　みくる

10 Fields Factory すずき　たけひろ かさはら　としひと

10 Fields Factory にしだ　えり むねむら　こうぞう

☆夜ｶﾌｪ☆dimple ふるかわ　たけひろ なかがわ　たくみ

☆夜ｶﾌｪ☆dimple ふじもと　きよし うえだ　まさひろ

☆夜ｶﾌｪ☆dimple むらかみ　ひろゆき くぼ　まさし

☆夜ｶﾌｪ☆dimple くまがい　ひろゆき しむら　ひろき

3Peace いしだ　しゅんや いざき　なぎさ

3Peace なかの　じろう たにぐち　つよし

3Peace おおわだ　もとなり かわむら　まなみ

ABsoooLute ふなだ　ひろあき まつもと　たけし

ABsoooLute こいずみ　たかし きたもと　ゆうみ

ABsoooLute なかつか　ひろむ たい　さやか

ABsoooLute にしだ　しんや まつい　つばさ

Ace club やまもと　たかと えさき　やすひこ

Ace club いしだ　あきひろ いたの　ただし

Ace club てらまえ　はるな やまだ　みく

Ace club やまぐち　さち いどもと　こうじ

Ace club なかとも　ひでまさ しもで　えいけい

Ace club まえしば　たかひこ まつきひら　まさひろ

Arm's cafe あんどう　まみ あだち　りゅうや

Balloon いしい　のぶゆき やまぐち　ゆりこ

Balloon おおたに　しんや いしづか　いっぺい

Balloon くましろ　ひでき ほんだ　よしのり

Bar Bambi やました　りょういち やまだ　まさる

Bar Bambi にしだ　なおき みやもと　のぶあき

Bar Be Lazy かわい　よしろう たがわ えりか

BAR HAPPY BIRTHDAY しみず　ひろと なかやま　りょう

bar metro たにやま　しんご たうえ　まさる

bar metro たがの　しんや のせ　なおかつ

bar metro どい　かずゆき こんどう　りお

Bar Spring おくだ　ともゆき たていし　みつはる

Bar Spring くろぎ　あつし いせ　かずし

Bar Spring きのした　たつや さんじょうば　みどり

Bar ST えんどう　すすむ おおい　しろう

Bar ST おくの　ひろし かわぞえ　たかし

Beers こいし　ゆうき おおた　ひでき

Beers やまだ　ひろゆき みやけ　としかず

Beers よねだ　ゆうた いけうち　りょうすけ

Beers たになか　きょうたろう しば　りょういち

Beers ふたば　かずひこ きのした　ゆうき

Beers いしづか　えり やまだ　じゅんこ

Billiards&Darts Bar Break まえしま　たつや おざさ　ゆうじ

Billiards&Darts Bar Break みぼろ　つよし はせがわ　みずき

Billiards&Darts Bar Break とうやま　きよし いとう　ともこ

Billiards&Darts Bar Break はしもと　しゅんじ あけお　ともみ



Black Cherry いまむら　わたる やまぐち　しゅういち

Black Cherry すいづ　ゆうや しらえ　さえこ

Black Cherry おおさわ　まさと よしい　あやこ

Black Cherry さいとう　あゆむ しもだ　ひさお

Black Cherry すやま　りょう まつもと　なおき

BLACK PEARL とまり　ひでよし かさまつ　ひろあき

BLACK PEARL てらうち　しんすけ くりもと　せいや

BLACK PEARL ねごろ　たかひろ せむら　こうき

BLACK PEARL ひらはら　としまさ きくち　ひろき

BLACK PEARL うら　ようへい やすむら　こう

BLACK PEARL まえだ　ゆうき なかたに　はるか

BLACK PEARL もりもと　まさし まつたに　えり

BLACK PEARL ぬま　よしひと やすかわ　みき

BLACK PEARL なかお　まいこ なかにし　かすみ

BLACK PEARL きむら　さちこ おがわ　みすず

BLACK PEARL うめしま　しゅう おがわ　そう

BLOW OUT かのむら　しょうま やました　みく

BLUE BECK かわうち　ゆきひさ にしむら　みゆき

BLUE BECK にしむら　なおと はしもと　ひとみ

Boon かたおか　ゆうじ なかた　ようすけ

Boon はらだ　ともみ まつした　りかこ

Boon くにかた　りょう ますだ　ふみや

Boon わたなべ　くにひこ しみず　かんたろう

Boon ごとう　まさと おかだ　みさき

Boon せきべ　まなぶ やました　あきえ

BURST CAFÉ たおか　みつお ふなやち　ゆうすけ

BURST CAFÉ すずき　ゆたか はまだ　しょうこ

CAFE & BAR Libre's ながさき　てつや さとう　あいこ

CAFE & BAR Libre's さとう　こうじ にし　ひろゆき

CAFE & BAR Libre's いけだ　りょうへい こだま　さやか

CAFE & BAR Libre's うめもと　ゆきひろ あべ　たいちろう

cafe & darts ROOF こまつ　しんや こばやし　けいいち

cafe & darts ROOF たに　かずま なかじま　ちぐさ

CAFÉ BAR Chaps もりもと　ゆうすけ よしむら　みつもり

CAFÉ BAR Chaps なかほり　たくみ とべた　まほ

CAFÉ BAR Chaps たちばなや　ひとむ はなふじ　ゆか

Cafe Bar Fine ささき　じゅん なかさき　りおな

CAFÉ BAR HAKU みながわ　たかひろ いちかわ　えみ

Cafe&Bar Kings Cross あさの　しょうた もりわき　だいち

Café&Bar Ku-Lu かねだ　もりひろ もりわき　りょうま

Café&Bar Ku-Lu しのむら　くみ むらい　ありさ

Café&Bar Lon's おかど　りょうた にしかわ　さゆき

Café&Bar Shine おの　ひでき ひらおか　ひろすけ

Café&Bar Shine まつお　たかゆき すずき　たかし

Cafe&Bar TOPGUN なかたに　かずてる はやし　ゆうた

Cafe&Bar TOPGUN うえぞの　ただあつ たに　ゆうや

Cafe&Bar TOPGUN やまもと　こうへい ふたい　かずま

Cafe&Bar TOPGUN わたなべ　なみ よこやま　くみ

Cafe&Bar TOPGUN とりまる　ただゆき あさだ　よしき

Cafe&Bar TOPGUN まえだ　よしひろ いとう　かな

Cafe&Bar TOPGUN あおき　えこの はやし　ももか

Cafe&Bar TOPGUN たはら　のぶひろ よねたに　いおり



Cafe&Bar TOPGUN ふじた　ひろゆき とみやま　えりこ

Cafe&Bar TOPGUN よしむら　さやか おかた　よしひこ

Cafe&Bar TOPGUN むらた　のぶひこ むらた　のぞみ

Cafe&Bar TOPGUN おかだ　あきこ おくたに　たかゆき

Cafe&Bar TOPGUN もりた　まゆこ ふるの　ゆうだい

Cafe&Bar TOPGUN なかべ　しょうと なかやま　ひろゆき

Cafe＆Dining Zero＋ ほしざき　しょう みぞぐち　なお

Cafe+Bar Oops!! しまがみ　ひろあき たかぎ　しょう

Cafe+Bar Oops!! あさくら　みねこ やまぐち　みわ

Cafe+Bar Oops!! はらだ　けんいち うえの　ひろあき

Cafe+Bar Oops!! まるおか　たつろう むこうだ　なおき

Cafe+Bar Oops!! やなぎだ　ゆうき たかぎ　なつき

Cafe+Bar Oops!! のむら　あいみ いのうえ　あかね

Cafe+Bar Oops!! ささき　としあき なかの　つよし

CINQ かさがわ　ゆうき やまもと　ごう

CINQ かみむら　しゅんや くぼ　ゆうき

CINQ いわはし　ふみのり やまもと　なお

CINQ だんばやし　ひろき おぐら　みほ

class ふじわら　けいすけ すがむら　つよし

class こすぎ　しゅうへい ふじた　しほ

class ふじのい　あきら ゆきな　みい

class ふくなが　ゆうと きたむら　よしみち

class おおたに　かずふみ おおむらまい

class ながたに　ともゆき ささくら　かずと

class かとう　やすのり あんどう　けんと

class よしおか　ちなつ よしだ　ゆめの

CLOUD いけだ　かずひろ もんじ　たくや

CLOUD ふくだ　せいや くりもと　かずき

CLOUD かねこ　たくと まんぽ　ゆうすけ

CLOUD あおやま　まさとき なかむら　みきお

CLOUD こじま　じゅんいちろう ながさわ　いづみ

CLOUD さごう　ひろゆき えぐち　あや

CREAM SODA えびすい　みつひこ えびすい　とも

CREAM SODA にしかわ　けいた えびすい　しょうま

CREAM SODA えびすい　りゅうき たかまつ　りきや

CREAM SODA なかがわ　なおまさ おおいし　ともよ

cross かめさき　まさひろ あべ　しげや

cross のむら　まさし ゆかわ　よしのり

cross さかもと　てつじ あんどう　なおや

cross ほんだ　ひろし ほんだ　るな

cross やまぐち　つよし むらかみ　あきほ

cross さかもと　ななこ まつおか　たかし

cross たかつじ　たかひろ こかわ　よしのり

cross みずた　まさひこ みずた　みつえ

Darts & Bar Falcon たかはし　けい いけだ　しょう

Darts & Bar Nova やすだ　ゆうと はるた　ひでき

Darts & Bar Nova たかはし　めい つづく　ゆうすけ

Darts Bar BLACK すぎい　たかし せつ　りゅうや

Darts Bar BLACK いとう　しんじ にしむら　かずや

Darts Bar BLACK てらだ　たかひろ ますかわ　ゆうじ

Darts Bar BLACK たなか　ゆたか たかだ　あきひろ

Darts Bar BLACK おおむら　しんいち ますおか　のぶひろ



Darts Bar BLACK おかざき　しんや ひぐち　まゆみ

Darts Bar Chrome みずなわ　たけし やぎ　ゆうや

Darts Bar Chrome やながわ　けい おなか　じゅんいち

Darts Bar Chrome なかむら　しんや ふじい　てつろう

Darts Bar Chrome むらかみ　しょうじ こはし　あい

Darts Bar Chrome まきた　ゆうき こんどう　みさと

Darts Bar Esordio くろだ　こういちろう かたやま　ゆう

Darts Bar Esordio こもり　ともかず つじもと　ゆうご

Darts Bar Esordio なかむら　つとむ きのした　けいた

Darts Bar JADE とうざわ　けん たけ　たつひろ

Darts Bar JADE なかむら　まこと あみじま　ひろみち

Darts Bar JADE ながよ　りゅうじろう あだち　かおり

Darts Bar JADE たけだ　せいこう おかだ　かずや

Darts Bar JADE もりもと　りき まつたに　よしひさ

Darts Bar JADE もり　しょうご ほそたに　じゅんや

Darts Bar JADE たなか　あきひろ かじ　すずか

Darts Bar JADE まつもり　たかひろ ふるたに　あかね

Darts Bar King あさか　ゆうすけ かわ　まさと

Darts Bar King ありづき　たくや みね　としゆき

Darts Bar King ひろた　ともこ おおがた　かずひろ

Darts Bar King のぐち　こうじ かどわき　こうじ

Darts Bar King いのうえ　けんと いわかわ　ひろまさ

Darts Bar King もり　まさとし みずの　つかさ

Darts Bar King おおやま　なつこ たなか　ゆか

Darts Cafe & Bar BASE ほんだ　ゆうき ないよう　あおい

Darts house Victoria とまり　ぎろう なりしげ　ゆうすけ

Darts house Victoria ささき　なおひろ なかい　いさむ

Darts house Victoria おくむら　たかのり たかはし　あきふみ

Darts house Victoria まるやま　あきのぶ いとう　あやか

Darts house Victoria はせがわ　きはち ふじわら　ひろき

Darts house Victoria うめお　かずふみ あさの　ひさし

Darts house Victoria まの　しんいち はまもと　えり

DARTS LIFE PLUS かん　ゆうや まつもと　まさと

DARTS LIFE PLUS にしむら　やすひろ ほしさわ　つとむ

DARTS LIFE PLUS なかむら　ゆうだい もりみつ　ともたか

DARTS LIFE PLUS ほりば　さとし せきなだ　ゆきはる

DARTS LIFE PLUS おかの　ひろのり たしろ　こういち

DARTS LIFE PLUS やそじま　まさや たむら　たかゆき

DARTS LIFE PLUS たにぐち　あんな おかもと　なおき

DARTS LIFE PLUS きたじ　ひろき おかの　みか

DARTS PARK OASIS ひがしぐち　きみひろ しまおか　かずや

DARTS PARK OASIS まつもと　かずや きしうえ　しげひろ

DARTS PARK OASIS おおばやし　ようすけ やまぐち　ひかる

DARTS PARK OASIS ふくだ　しんや おがわ　ゆき

DARTS PARK OASIS おざき　ちぐさ こさか　さり

DARTS PARK OASIS ふくい　ひとし なかやま　あい

Darts Shop Balance Diner くぼ　ゆうき いしい　たつあき

Darts Shop Balance Diner みやもと　けんご みやもと　あおい

Darts Shop Balance Diner にしかわ　よしまさ かわの　ともか

Darts Shop TiTO京都 いとう　たかき たにぐち　いっぺい

Darts Shop TiTO京都 きぐれ　あきか はらいかわ　しょうご

Darts Spot OLD おおつき　ひろゆき はせがわ　みな



Darts Spot OLD やまだ　たつや はやし　ともみ

Darts Spot OLD ただ　かずまさ ちゃの　けんすけ

Darts Spot OLD すぎき　たくま つじ　さやか

Darts Spot OLD たなべ　ひろのぶ かねみつ　くみ

Darts Spot OLD さしきや　しょうご とりい　たかひろ

Darts Spot OLD ただ　ちづる さとう　かい

Darts Spot OLD ますだ　しんいちろう きはら　えり

Darts Spot OLD たなか　しんや やまもり　まお

Darts Spot OLD おおえ　こうじ おおば　ななこ

Darts Spot OLD おおえ　えみ あいだ　ともかず

DARTS&BILLIARD NINE きよい　ひろし わたせ　ゆずる

DARTS&BILLIARD NINE ひぐち　ゆきひこ ただ　まさみつ

DARTS&BILLIARD NINE かきざき　ひかる さはら　りさ

DARTS&BILLIARD NINE しこね　しょうま だけの　じゅん

DARTS&BILLIARD NINE ふなやま　みのる きたうら　ゆつき

DARTS&BILLIARD NINE きし　まりな はんどう　けい

DartsBar DROTIKI たにぐち　あきひさ なかむら　なおと

DartsShop R 長堀橋店 よこやま　ふじこ むらかみ　なおと

DartsShop R 長堀橋店 うえの　たかひで むらい　つばさ

DartsShop R 長堀橋店 しゅばな　そういち よしもと　こうじ

Dining & Darts LaBit いなやま　さとし うつのみや　かずまさ

DON2KI なかじま　まさき むらやま　なおき

DON2KI みわ　こうへい にしおか　つぐと

DON2KI ささき　よう はしもと　さとる

DON2KI なかたに　けんた おはら　ひろき

DON2KI じんの　りょうすけ やまぐち　よういち

DON2KI むらた　よしえ ぶらんこ

E☆Star ほしもと　のりかず こいずみ　ゆうき

E☆Star いのうえ　まみ くらがいち　しおり

E☆Star とうごう　たかみつ おおえ　たくや

E☆Star さかもと　まいこ かわい　のぶひこ

Funtazist@ いまづか　まこと まつもと　あい

Galleria みやなが　たかひろ じょうこう　あつし

Galleria あおやま　てつあき おむら　ゆうさく

hangover梅田お初天神 のがみ　かずや やぎ　ひろひこ

I'll be bar Garage おおつ　ゆきのり おおつ　ようこ

JOKER DRIVER Gallery ZETASE さかい　よしひこ しみず　ちかげ

JOKER DRIVER Gallery ZETASE いのうえ　げんた かとう　たつや

JOKER DRIVER Gallery ZETASE やまぐち　みちお よしおか　たかし

KAM'S KYOTO たきがわ　しんぺい かめい　たかゆき

KAM'S KYOTO まつもと　あらし こにし　ゆか

KAM'S KYOTO とりい　こうだい ゆやま　しゅんじ

KAM'S KYOTO なかの　しょうた みやうち　けんじ

KAM'S KYOTO のむら　しげのり せいけ　みほ

Kitchen&Darts Dict こいわ　しんぺい みふね　まさゆき

Kitchen&Darts Dict まえだ　ひでお つだ　りえこ

kitchen&Darts 疾風 いまなか　けいすけ いしもと　ひろあき

kitchen&Darts 疾風 なかにし　しん むらかみ　ひろたか

kitchen&Darts 疾風 いとう　ひろかず きんじょう　くみこ

Kitchin Plus CREAMSODA やすい　ゆうま もりわき　としゆき

La'malama 関内 かとう　ひろし たなか　けんた

LAGUNA たにぐち　あずさ ふくしま　はるひさ



LAGUNA ありた　ゆうじ よしだ　ゆき

LAGUNA かがやま　さとし やまぐち　みちひさ

LAGUNA とい　あさか つざき　ゆうき

lien 京都 ひらやま　なるひこ はやなが　あさみ

lien 京都 さわだ　しょう ふじわら　まい

lien 京都 はしむら　よしゆき はしむら　たかのぶ

lien 京都 もりた　なおき ながた　しゅういち

lien 京都 おざき　しんいちろう かいだ　てるお

lien 京都 もりした　よしひろ まつもと　さとる

LIEN〜絆〜 みやはら　しんじ あさだ　ゆうご

LIEN〜絆〜 すぎもと　しょうた かとう　かずし

LIEN〜絆〜 ひがしの　やすと かわぐち　たつや

LIEN〜絆〜 ながいけ　とものり たぶち　なおたか

LIEN〜絆〜 とみた　さき さかい　ゆい

LIEN〜絆〜 いけだ　ゆうき きたがわ　こうじ

LIEN〜絆〜 みうら　あつし さかい　ひとみ

LOCHE おおはし　みさお うえがき　せいた

LOCHE おおこし　まさひこ なかむら　ゆうき

LOCHE かたおか　あきら まえだ　あつし

LOCOROCO うめだ　しんじ まつなが　かずゆき

LOCOROCO おおくぼ　さとみ いけの　まなみ

LOCOROCO やすい　なりゆく わたなべ　かたし

LOCOROCO やまざき　よういち わたなべ　かずえ

LOCOROCO しおた　じゅんぺい もちき　なおゆき

max OSAKA 心斎橋 ふじい　だいすけ まつもと　やすよし

max OSAKA 心斎橋 ポールウィンターバーン まつもと　せいじ

max OSAKA 心斎橋 よしだ　のぞみ まつもと　りな

max OSAKA 心斎橋 ひえだ　ゆうき もりもと　きりひと

max osaka 梅田店 かがわ　くにひこ みなみ　まり

max 広島本店 あくつ　ゆうや はせがわ　とも

MELANGE えぐち　ひとみ かわぐち　としや

MELANGE しげつら　けん はが　かつや

MIYABI せん　ひでき やまおか　ひでき

MIYABI わたなべ　ゆうき まつもと　いよ

MIYABI わだ　ひろし のがみ　たけや

MIYABI まつもと　まさし やまもと　えいじ

Mon Reve めかた　かずひさ きむら　りょうじ

Mon Reve きだ　くみこ ふじい　りょうか

Mon Reve しばた　よしあき おおくぼ　あきら

Mon Reve くにえだ　かなこ おおくぼ　まみ

Mon Reve とみなが　こういち ふじい　けいこ

MUSE CLUB こにし　ふみたか しもむら　かずま

MUSE CLUB きしもと　よしふみ しみず　まさあき

MUSE CLUB たなか　てるひさ なかはし　けんた

MUSE CLUB たけだ　ただし はしもと　けんや

MUSE CLUB みやこ　はるみ うめがき　かよこ

MUSE CLUB ちゃはら　せいじ きしもと　かおり

NEO ZEON'S BAR MBASE4 はしの　こういち やまもと　たくや

NEO ZEON'S BAR MBASE4 いない　ゆうじ とうまえ　しずか

NEO ZEON'S BAR MBASE4 むらかみ　まひろ みなみ　けんじ

NEO ZEON'S BAR MBASE4 ひろせ　もとゆき みたに　ただし

Pool & Darts Eddie Nishinomiya えんどう　かずみち くにもと　とおる



POOL & DARTS Pick Up 山科 もりた　しんいち しば　まさよし

POOL & DARTS Pick Up 山科 いわさ　ひろゆき やました　なつき

Pool&Darts IL むらかみ　まさゆき あだち　たかみつ

Question あんどう　ゆうさく いさか　えりな

Question かわべ　けんし よしおか　ひろし

R's plus+ こばやし　だいすけ まえだ　まこと

R's plus+ やまもと　しんや ますやま　ちえ

R's plus+ いずみ　まこと じゅうもんじ　たけし

R's plus+ はやし　かずき あべ　あきな

R's plus+ かきぞえ　ゆうき わだ　あい

R's plus+ さんだ　けいすけ たけした　ひろこ

RAINBOW にしむら　なおや なかえ　あずみ

RAINBOW わたなべ　あずさ さかい　けい

Savanna 東中野 ささき　さやか かまはら　すみこ

Shot Bar Benasuka きむら　たかゆき さかもと　はづき

Shot Bar Benasuka しまだ　けいじ いとう　しんいち

Shot Bar CROSS ROAD さかもと　ゆうじ わたなべ　りょうすけ

Siesta てらした　しんご いのうえ　ゆうき

Siesta にしだ　たけし もり　たかはる

Siesta むらかみ　もとはる やまぐち　いくえ

Siesta すみだ　しほ しばた　まさのぶ

Siesta はやみ　げんだい ふかみ　みずほ

smile ながお　かずひと おおとも　かすみ

smile わたなべ　しんじ おおしろ　まもと

smile みずたに　ともや しおさき　ゆうま

Soul(s) Kyoto たいら　たいほう まるおか　ともき

Soul(s) Kyoto たなか　いってつ むかい　ゆり

Soul(s) Kyoto のざき　かつのり みかさ　たつひこ

Soul(s) Kyoto むらかみ　あきひさ やなぎ　こうじ

Soul(s) Kyoto はらだ　みつよし おおの　りょうへい

Soul(s) Kyoto あらい　ひろき もりべ　みさと

Soul(s) Kyoto やまもと　じゅん あべ　ひろゆき

Soul(s) Kyoto まつうら　かずま ごう　れいほう

Soul(s) Kyoto ひろせ　せいいち しまだ　としき

Soul(s) Kyoto なかがわ　ただし なかがわ　しゅうじ

Spicy Heart はたやま　ともひさ あだち　いっぺい

Spicy Heart ながい　ゆきひろ かむら　めいみ

Spicy Heart あきもと　ひろし たなか　ようこ

Spicy Heart おのうえ　かいと まつむら　かすみ

Spicy Heart じんのう　ゆたか たかだ　ひろゆき

Spicy Heart うめはら　けんじ ほりぐち　まい

Sports Bar BULLS たかしま　ゆういちろう かつき　まさひと

Sports Bar Seed はなたに　よしのぶ ほんだ　こういち

Sports Bar Seed さいとう　あつし こんどう　まゆ

Sports Bar Seed たなか　かやこ にしの　さとこ

SURE ANNEX きのした　ともひろ いしかわ　しほ

SURE ANNEX やまなか　じゅん さとう　たかひろ

ToN eighty わたなべ　たくま おか　しょういちろう

ToN eighty いしかわ　ゆうぞう たけうち　ゆき

ToN eighty なかの　ゆうへい たみや　まなぶ

ToN eighty しちじょう　ごうせい おか　らいあん

ToN eighty かわもと　こうすけ はしもと　こう



West Hawk きもと　ゆうじ にしかわ　よしのり

West Hawk たなか　よしひろ まつなが　たけし

West Hawk たかはし　ひかる おかもと　りゅうご

West Hawk さの　なおき てらさか　あきひろ

West Hawk しらい　ゆい まつなが　ゆか

zac ca いけだ　ゆう えんどう　ゆう

ZION にしぐち　さゆり あらい　のぶゆき

ZION あさだ　ひろし ひがしもと　まさし

ZION ふじわら　しょうへい いのうえ　かずゆき

アミューズメントスペースRing はやし　ようへい まつむら　たくま

アミューズメントスペースRing いのうえ　よしゆき あくね　せいじ

エスリミ ねぜん　みか よしだ　しゅうへい

カラオケZERO三木志染店 いけだ　しょうご やしま　たくみ

カラオケZERO三木志染店 いわなが　とものり かわばた　まさき

カラオケZERO三木志染店 やぎ　ちさと やすい　ありさ

クアトロ No.4 いわさき　まさよし かわむら　えいた

クアトロ No.4 いながき　たかし ふじばやし　ゆうすけ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ふじわら　てつや くましろ　たかひさ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 もりた　まさし きたがわ　たかなり

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ふくじゅ　けいじ あらい　くにあき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ながい　たつのすけ とみやま　よしき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 いけだ　だいすけ たかせ　けんじ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 こんの　やすのぶ なかむら　よしひこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ほかその　しゅんすけ おおはし　てつろう

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 きはら　りゅういちろう たなか　ゆうま

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 あずま　さやか ふじおか　たかゆき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 さこ　やすひろ おおえ　あきゆ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 とん　ひでお さわべ　けん

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 もりしま　ひろき あさうみ　たく

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 あべ　こうよう かわしま　せいや

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 かわぐち　しずひこ おおつか　ようすけ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 かどた　しんや なかやま　しょうた

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 なかむら　まさる たかぎ　しょうた

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 さくらい　ひろし まつしま　ゆうき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 すぎもと　まさゆき さかた　しんいち

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 かとう　だいすけ むらせ　ひろあき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 ゆかわ　ふみあき いしまる　たつや

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 にしい　まさひろ いちかわ　えいじ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 かたぶち　しんご やまだ　たけひろ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 えのもと　かずみち やすもと　ひろき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 いまむら　よしゆき やまもと　まさゆき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 いわはら　まこと くまみ　あやこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 おがた　よしき にしぐち　ゆうすけ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 ひなが　ともまさ たつの　まなか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 こうの　はじめ すぎた　かずまさ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 ほんま　まこと まつうら　ゆたか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 きよなが　ゆう こんどう　けいいちろう

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 たかさき　あつし むらた　あつし

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 さかた　けい みつだ　みずき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 いない　りょうすけ わだ　ゆうき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 きた　かずのり かわしま　たける

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 おおかわ　ごろう にしかわ　たいへい



ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 たなか　まさひろ おおがみ　ようへい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 でぐち　じゅんや いとう　つとむ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 こわせ　さとみ かまくら　なつみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 やまぐち　たかし きのした　まさかつ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent かじ　つぐなり ふじや　しげゆき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent はまだ　たかし おく　ともみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent やなぎ　たかゆき やまうち　ひろみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent みなみやしき　たけとし たかはし　あきお

ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 よしかわ　つばさ あさお　たかき

ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 よもぎ　けんた たかた　あつし

ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 てらさわ　しょうじ はらぐち　たかし

ダーツカフェ＆バー chou chou みよし　たつき いまふく　なりふみ

ダーツバー　Aruka-Naika みなかた　やすのぶ ひあしうえ　きょうこ

ダーツバー　Aruka-Naika たしろ　まこと くろさき　ゆうか

ダーツバー　Aruka-Naika ためもと　たかし すやま　ゆうすけ

ダーツバー　Aruka-Naika すずき　ゆずき ふかざわ　みずき

ダーツハイブ名古屋栄店 いわた　ゆうき すずき　ゆうじ

バスタブジン もとくに　ともき いはら　えいいち

ビリヤード & ダーツ セクションエイト もり　ゆうき おかもと　まりな

ふぁみりぃばぁポラリス くだら　あつし よどや　たかゆき

ふぁみりぃばぁポラリス なかがき　たかし せど　ひさみつ

ふぁみりぃばぁポラリス おおくら　しおり いけべ　まち

ふぁみりぃばぁポラリス しば　ともゆき ささい　ひびき

ふぁみりぃばぁポラリス にし　あゆみ たまざくら　ひろし

ふぁみりぃばぁポラリス ささい　たかひろ せど　えりか

ブルートレイン@25CAFE たちかわ　れい たなか　さや

ブルートレイン@25CAFE うえの　ひろき すぎの　たくみ

プレイ ファスト むらかみ　なおゆき ふくなか　けんじ

喫茶みずほ まつだ　よしふみ なかむら　ともかず

尚希苑 ともだ　なおき さかい　そう

心選組 なかまえ　しょうた つぼね　ふみお

忘我 東大阪店 ほりもと　ゆうや ふくだ　まな

忘我 東大阪店 おかもと　ちひろ まきの　こうじ

忘我 東大阪店 わきた　みき くぼた　まさや

忘我 梅田店 むらやま　れい やすい　じゅんすけ

忘我 梅田店 くにはま　としふみ やすい　かなこ

忘我 梅田店 ひがしほ　みつひろ おかの　あい

BLACK HORSE かたやま　ゆうすけ かめなが　ゆうき

BLACK HORSE よこた　ゆうや きたむら　ひかる

BLACK HORSE にいのう　たくや はちけん　かな
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