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☆夜ｶﾌｪ☆dimple しらいし　あいこ しむら　ひろき まえだ　まこと たかつか　のりかず

10 Fields Factory すずき　みくる なかい　りょう ほしの　みつまさ みやなが　たかひろ

10 Fields Factory うめだ　しんじ えのまた　しんご ふくおか　やすと やまぐち　ゆりこ

Ace club おおうら　まさゆき まつきひら　まさひろ やまぐち　さち いどもと　こうじ

Ace club てらまえ　はるな たむら　ゆの しもで　よしかず なかとも　ひでまさ

Ace club あだち　りゅうや みやた　いさむ うめだ　よしひろ やまだ　みく

Arm's cafe いわせ　ゆうき まるお　けんじ いかがわ　ともゆき もり　あやこ

BACK DROP くしだ　まさと かつむら　ゆか いなだ　まさはる やまうち　けいこ

BACK DROP くしだ　あい いなだ　まゆ やまうち　すえお ほり　きよたか

Bar Spring たていし　みつはる いせ　かずし くろぎ　あつし さんじょうば　みどり

BLACK PEARL くりもと　せいや かさまつ　ひろあき もり　りゅうじ やすかわ　みき

BLACK PEARL おがわ　なおき いながき　けいすけ ぬま　よしひと きむら　さちこ

BLACK PEARL こうざき　よしひで おがわ　みすず はせがわ　きはti ふじわら　ひろき

BLACK PEARL ひなわ　あい きくち　ひろき もりもと　まさし まつたに　えり

BLACK PEARL せむら　こうき やすむら　こう にしやま　ゆうすけ おおた　さゆり

Boon くにかた　りょう なかお　のりよし にしだ　しげあき まつした　りかこ

Boon ごとう　まさと やました　あきえ だんじょう　あすと いとう　しょうた

CAFE & BAR Libre's さとう　こうじ ながさき　てつや にし　ひろゆき 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 おおさわ　ひろ かとう　りんか

Café&Bar Shine つつい　あきみつ おおひら　まどか まつした　ゆうき しらかわ　だいすけ

caramel clutch たつなみ　みつひこ すがむら　つよし やまもと　たかと よしだ　のぞみ

class とうごう　たかみつ おだ　むどう ふくなが　ゆうと やぎ　まゆみ

class ふじわら　けいすけ おおむら　まい ふじのい　あきら なかね　ゆずか

class おおた　かずふみ ささくら　かずお よしおか　ちなつ よしだ　ゆめの

COSMO のざき　たいし いしもと　ひろあき こたに　まこと こたに　かずき

cross あんどう　なおや さかもと　てつじ まつおか　たかし さかもと　ななこ

Darts & Bar Falcon たかはし　けい やまもと　めぐみ にしごおり　さとし すぎもと　あきら

Darts & Bar Nova つづく　こうすけ くどみ　けいた たかはし　めい すぎおか　あきら

Darts & Bar Nova べつみや　せいさく やすだ　ゆうと えび　やすよ はるた　ひでき

Darts Bar JADE たなか　あきひろ かじ　すずか あみじま　ひろみち よこはら　よしかず

Darts Bar JADE よしかわ　つばさ こさか　さり もりもと　りき まつたに　よしひさ

Darts Bar King ありつき　たくや おおがた　かずひろ のぐち　こうじ ひろた　ともこ

Darts Bar King おおやま　なつこ もり　まさとし みね　としゆき おぐら　まさよし

Darts House Reve くらた　ときお なかにし　じゅり なりた　まさと むらい　つばさ

DARTS PARK OASIS しまおか　かずや まつもと　かずや いしばし　まこと まつおか　ゆきこ

DARTS PARK OASIS はやしで　たくみ おざき　ちぐさ よなかわ　かずひと うつ　しげなり

DARTS&BILLIARD NINE きたの　ゆうが かわしま　ゆうき なかい　たけし うえだ　なみ

Defii たにだ　たかお くましろ　たかひさ いなやま　さとし はらだ　ともみ

dining bar zeal いしかわ　あさみ いしかわ　しょうき まつたに　たかあき よねくら　やさし

Dining Darts Bar Teddy Bear ゆかわ　ふみあき いしまる　たつや きのした　ともき なかもと　ゆうき

DMC こうの　はじめ にしもと　ゆうじ ふじわら　てつや もとの　ちあき

eight8 すけざね　だいち かなざわ　のどか みやじま　としゆき もり　ゆうすけ

eight8 おくだ　ひろき とみなし　まや なかじま　ようへい いのうえ　りょう

Galleria よしだ　まさき みかみ　ひろあき はなふさ　ともかず おのぎ　まゆ

I'll be bar Garage きっさだー おおつ　ようこ ほり　かずよし おおつ　ゆきのり

I'll be bar Garage なかざわ　しゅんすけ まつお　めぐみ みやさと　しんいち はやし　あゆみ

Joker Driver とまり　ひでよし とまり　ぎろう むかい　ゆり もりもと　へなん

kitchen&Darts 疾風 たにぐち　ひろあき さいとう　ゆうすけ やまさき　たつや こさか　まき

kitchen&Darts 疾風 いちい　けん まつだ　のぶひろ なかにし　しん いくた　るみ

kitchen&Darts 疾風 まつもと　まさと なかお　まいこ きたがわ　さとし あんどう　ゆみこ

LOCOROCO いけの　まなみ わたなべ　たかし やまざき　よういち ほんだ　りょうま

LOCOROCO てらだ　よしき たてもと　たつひこ やすい　なりゆき わたなべ　かずえ

Pick Up山科 いわさ　ひろゆき しば　まさよし にしおか　まさよし ふくだ　きより

RELAX BAR 467 はつだ　よしたか きりはた　ともみ たつみ　とおる ふじもと　たかゆき

RELAX BAR 467 もりた　まさゆき なかむら　つよし さとう　ようへい ふるかわ　まほ

Spicy Heart あだち　いっぺい たけなか　はじめ まつむら　かすみ こばやし　ゆうき

Sports Bar Seed はなたに　よしのぶ ほんだ　こういち おざさ　ゆうじ にしの　さとこ

ToN eighty たなか　いってつ しずや　みほ わたなべ　たくま ふじやま　しょうへい

カラオケZERO三木志染店 あい　よしなり まえだ　はるな いわなが　とものり ことう　まいみ

カラオケZERO三木志染店 やまもと　まさし いわさき　わかな おかだ　ちあき いわさき　ゆうじ

カラオケZERO三木志染店 かわばた　まさき おがた　ななみ たばた　としあき しばた　なるみ

カラオケZERO三木志染店 やざま　よしひろ いけだ　しょうご たなか　けいこ やぎ　ちさと
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ｸﾞﾗﾝｻｲﾊﾞｰｶﾌｪ ﾊﾞｸﾞｰｽ なんば道頓堀店 たなか　よしひろ ふじもと　かずのり おぐら　さとる やすふく　めぐみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 おかもと　ひろなお いのうえ　まゆみ きしもと　まさあき たなか　ゆうま

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ながい　たつのすけ きたむら　まさと やべ　ひろき おむら　ゆうな

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 じょにー・うぃるそん やまもと　れい すぎもと　まさゆき おおつか　ようすけ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 かんだ　まこと はしもと　あやか なかむら　まさる みき　しゅんすけ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 かどた　しんや やまもと　さき しげた　ひろし たにがわ　まさのり

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 にしい　まさひろ まつもと　いつか おおはた　ゆうじろう ささき　ゆきな

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 やまざき　きょうへい やまざき　ゆみこ いない　ゆうじ とうまえ　しずか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 やまだ　たけひろ かたぶち　しんご 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 やまもと　けんじ わたたに　ひとし やまもと　まさゆき おくだ　えつこ

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 たかさき　あつし かいほ　よしみ

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 よしなか　きょうご こいけ　もえみ

ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 きたはら　なるき かわもと　はるか たかた　あつし てらさわ　しょうじ

ダーツハイブ名古屋栄店 よこやま　まつたか いちやま　ともみ はしもと　しょうた のはら　ちひろ

バランスダイナー もり　たかし よしおか　けんご いしい　たつあき えざき　まみ

バランスダイナー おおばやし　ようすけ はしの　こういち にしかわ　よしまさ かわの　ともか

ビリヤード & ダーツ セクションエイト きたがわ　しゅん おがわ　やすし おおいしばし　けいた ひらした　ともえ

ふぁみりぃばぁポラリス たまざくら　ひろし せど　ひさみつ ささい　たかひろ にし　あゆみ

ふぁみりぃばぁポラリス くだら　あつし よどや　たかゆき なかがき　たかし せど　えりか

ダーツバー　Aruka-Naika まつもと　かずほ さかうえ　しょうた はまぐち　ひろと にし　れいか

ダーツバー　Aruka-Naika くわた　りょうすけ にしもと　いぶき すずき　ゆづき やまだ　なおと

ダーツバー　Aruka-Naika ためもと　たかし へんみ　あきひろ みなかた　やすのぶ ひがしうえ　きょうこ

ダーツバー　Aruka-Naika あずま　やすたか しが　ゆきな すずき　えいさく すけい　ふみや

ダーツバー　Aruka-Naika たしろ　まこと くろさき　ゆうか くりもと　なおき どい　やすひろ

CLOUD いけだ　かずひろ なかがわ　しんや うちぬま　ゆうた たかね　さき
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