
店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

10FF みやなが　たかひろ じょうこう　あつし

10FF かざま　ゆうた ふじい　だいすけ

10FF たにだ　たかお なかにし　しん

10FF うめだ　しんじ まつなが　かずゆき

10FF くましろ　たかひさ さかい　ゆうき

Ace club やまもと　たかと おぐり　まさひと

BLACK PEARL とまり　ひでよし くりもと　せいや

Cafe&Bar TOPGUN すぎた　かずまさ なかたに　かずてる

Cafe&Bar TOPGUN たに　ゆうや うえぞの　ただあつ

Cafe&Bar TOPGUN はしづめ　ゆうき むらた　たくや

Darts Bar JADE なかむら　まこと ふなだ　ひろあき

Darts Shop TiTO 心斎橋店 しおた　じゅんぺい もりた　あきひと

kitchen&Darts 疾風 まつもと　まさと かん　ゆうや

LOCHE こんどう　たくや しばた　とよかず

MIYABI くらと　りょう わたなべ　ゆうき

MIYABI やまもと　のぶひろ まつもと　いよ

Siesta てらした　しんご いのうえ　ゆうき

Soul(s) Kyoto なかにし　せいじ ふじわら　けいすけ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ふじわら　てつや おおしろ　まさき

店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

10FF すずき　みくる いくた　ゆりあ

3Peace すがむら　つよし やすい　まさき

Boon はらだ　ともみ やまで　りゅうのすけ

Cafe&Bar TOPGUN やまもと　こうへい ふたい　かずま

Darts & Bar Nova つづく　こうすけ よしだ　やすひろ

Darts Bar JADE あみじま　ひろみち かねだ　もりひろ

Darts Bar JADE ながよ　りゅうじろう あだち　かおり

DARTS PARK OASIS ちはや　よしき いない　りょうすけ

DARTS PARK OASIS いしばし　まこと たなか　ゆうや

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

DARTS&BILLIARD NINE ひぐち　ゆきひこ なかがいと　ななえ

LOCHE さかい　はやと さわむら　とみひさ

MOANAKAPU やまぐち　ゆりこ みなみ　しづこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 いずみち　おさみ やすはら　よしたか

忘我 東大阪店 ほりもと　ゆうや ふくだ　まな

店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

Balloon いしい　のぶゆき なかお　まいこ

BLACK PEARL にしやま　ゆうすけ やすむら　こう

BLACK PEARL なかい　たけし あしたに　かずき

BLACK PEARL せむら　こうき うら　ようへい

BLACK PEARL もりもと　まさし ひらはら　としまさ

BLOW OUT いしむら　まさる かのむら　しょうま

Boon くにかた　りょう なかお　よしのり

CAFÉ BAR Chaps たちばなや　ひとむ こいずみ　ひろかず

Cafe Bar Fine たけだ　せいこう おか　かずや

Cafe&Bar TOPGUN よしむら　みきはる ひらの　まさとも

CLOUD こじま　じゅんいちろう なかがわ　しんや

CLOUD もんじ　たくや いけだ　かずひろ

Darts & Bar Nova たかはし　めい さいしょ　なるみ

Darts Bar BLACK いとう　しんじ むらた　けんたろう

Darts Bar JADE はっとり　きょうか くまがい　まお

Darts Bar JADE もりもと　りき まつたに　よしひさ

Darts Shop Balance Diner えざき　まみ かわい　やすひろ

DARTS&BILLIARD NINE さかい　なおき はまだ　たける

DARTS&BILLIARD NINE ひなわ　あい きくち　ひろき

Dining Darts Bar Teddy Bear いなやま　さとし なかもと　ゆうき

DON2KI なかじま　まさき なかたに　けんた

DON2KI にしおか　つぐと みわ　こうへい

DON2KI ささき　よう はしもと　さとし

eight8 みやじま　としゆき なかじま　じゅんぺい

Funtazist@ まつもと　あらし まつもと　きら

LOCHE やすい　じゅんすけ やすい　かなこ

MIYABI てらまえ　たけし わだ　ひろし

Mon Reve めかた　かずひさ しばた　よしあき

Siesta かたやま　ゆう むらかみ　もとはる

Siesta やまぐち　みちお にしだ　たけし

Spicy Heart あだち　いっぺい たけしま　だいき

夜ｶﾌｪ☆dimple まえだ　まこと たかつか　のりかず

レベル別ダブルス　エントリーリスト

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL MAX】　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 8】　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd

【LEVEL 7】　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

10FF かわかみ　まな かわかみ　じゅんじ

Ace club ふくおか　やすと みやた　いさむ

Ace club いどもと　こうじ やまおか　さぶろう

Ace club おおうら　まさゆき やまぐち　さち

Bar Bambi やまだ　まさる たかまつ　だいち

Café&Bar Ku-Lu てい　ようしょう しのむら　くみ

Cafe&Bar TOPGUN おかだ　あきこ しゃばな　そういち

Cafe&Bar TOPGUN よしだ　けんじ なかやま　ひろゆき

Cafe&Bar TOPGUN わだ　ひでゆき よねたに　いおり

class ふじのい　あきら なかね　ゆずか

CLOUD ふくだ　せいや くりもと　かずき

Darts Bar BLACK あかお　あきら ますかわ　ゆうじ

DARTS PARK OASIS おおばやし　ようすけ いのうえ　ゆうすけ

JARROW たなか　しんや かふく　みき

KAM'S KYOTO たきがわ　しんぺい とうごう　たかみつ

LIEN〜絆〜 ひがしの　やすと かわぐち　たつや

LOCOROCO やまざき　よういち きむら　たつや

LOCOROCO おおくぼ　さとみ いけの　まなみ

MIYABI まつもと　まさし のがみ　たけや

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

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

Siesta すみだ　しほ やまぐち　いくえ

Soul(s) Kyoto よしむら　みちもり ごう　れいほう

アミューズメントスペースRing まつなが　ただし きもと　ゆうじ

カラオケZERO三木志染店 おおわき　しんご なか　さとこ

ダーツカフェ＆バー chou chou みよし　たつき いまふく　なりふみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 なかやま　しょうた あさうみ　たく

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 くりやま　ひろき たかぎ　しょうた

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 かわしま　たける たなか　まさひろ

ダーツハイブ名古屋栄店 よこやま　まつたか はしもと　しょうた

忘我 東大阪店 なかむら　たかゆき ひさはら　ほうしん

店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

Ace club うめだ　よしひろ やまぐち　しゅうじ

Ace club なかや　やすひこ やまだ　みく

Balloon おおたに　しんや いしづか　いっぺい

Balloon くましろ　ひでき なかがわ　まほ

Bar Spring たていし　みつはる ふくだ　りょうた

BLACK PEARL いながき　たかのぶ きむら　さちこ

Boon かねもと　けいじゅ ごとう　まさと

Boon だんじょう　あすと しみず　かんたろう

Cafe&Bar TOPGUN とりまる　ただゆき ふるの　ゆうだい

Cafe&Bar TOPGUN あおき　えこの きしもと　かおり

Cafe&Bar TOPGUN あさだ　よしき ちゃはら　せいじ

CLOUD みかみ　つとむ なかむら　みきお

Darts Bar BLACK ますおか　のぶひろ たなか　ゆたか

Darts Cafe & Bar BASE こうざき　よしひで はしもと　まさみ

DARTS PARK OASIS ひがしぐち　きみひろ ひがしぐち　みな

DAVE おかど　りょうた にしかわ　さゆき

Dining & Darts LaBit はしもと　ひろし はまぐち　なおき

eight8 なかじま　ようへい かなざわ　のどか

eight8 おくだ　ひろき とみよし　まや

freestyle bar HANDS やなぎ　しょうじ さかい　りょうすけ

Galleria よしだ　まさき みかみ　ひろあき

lien 京都 つじ　どうむ あだち　だいき

LIEN〜絆〜 あさだ　ゆうご さかい　ひとみ

LOCOROCO わたなべ　たかし たなか　ひろし

max OSAKA 心斎橋 まつもと　せいじ ほり　あつこ

カラオケZERO三木志染店 おかだ　ちあき やまもと　まさし

カラオケZERO三木志染店 しらき　けいご おがた　ななみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 さわべ　けん ますだ　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 かんだ　まこと

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 にしい　まさひろ おおはた　ゆうじろう

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 なかむら　つばさ そめや　たかふみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良天理 きた　かずのり やまぐち　たかし

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 6】　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)

【LEVEL 5】　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

3Peace ゆあさ　としゆき たにぐち　つよし

ABsoooLute あきもと　てるひさ いしだ　なおき

Ace club しもで　えいけい なかとも　ひでまさ

Bar Bambi にしだ　なおき たがしら　としひこ

Bar ST えんどう　すすむ おくの　ひろし

BLACK PEARL おかもと　さき なかにし　かすみ

BLOW OUT まとば　ちえり やました　みく

Boon なかた　ようすけ にしだ　しげあき

CAFE & BAR Libre's さとう　こうじ にし　ひろゆき

CAFÉ BAR Chaps すみだ　よしひろ すみだ　かおり

Cafe&Bar TOPGUN きしもと　よしふみ さかの　りょうた

class あんどう　けんと やぎ　まゆみ

class きたむら　よしみつ ふくなが　ゆうと

CREAM SODA えびすい　りゅうき えびすい　みつひこ

DARTS PARK OASIS かたぶち　しんご おざき　ちぐさ

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

Dining & Darts LaBit いしまる　たつや あべ　まさゆき

Dining & Darts LaBit くどう　きょうへい なかつか　さやか

eight8 うちぬま　ゆうた にしむら　としき

lien 京都 ひらやま　なるひこ はやなが　あさみ

MELANGE いしはら　さちお さかぐち　としあき

MIYABI あさい　ひろと おくだ　あいら

NEO ZEON'S BAR MBASE4 はしの　こういち ちさか　ひろき

Siesta もり　たかはる たがの　しんや

Soul(s) Kyoto まつうら　かずま もりべ　みさと

Spicy Heart あきもと　ひろし じんのう　ゆたか

Spicy Heart こばやし　ゆうき まつむら　かすみ

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

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 いのうえ　まゆみ きたむら　まさと

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 なかじま　なおや かどわき　ともみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 たかはし　ひろし なかの　ゆうた

ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 おかもと　りゅうご たかはし　ひかる

店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

ABsoooLute まつもと　たけし きたもと　ゆうみ

Ace club たつみ　りょうた まつきひら　まさひろ

Balloon みやもと　けんじ やすもと　かおる

Bar Spring ひらやま　だいすけ つかもと　ちあき

Bar Spring いながわ　まこと きのした　たつや

Boon まつした　りかこ やました　あきえ

Cafe Bar Fine きぬがわ　りゅうじ きぬがわ　かよ

Café&Bar Ku-Lu もりわき　りょうま さとう　たくや

CINQ なか　めぐみ やまもと　なお

CINQ かみむら　しゅんや くぼ　ゆうき

CINQ なかの　じろう いしだ　しゅんや

CINQ かさがわ　ゆうき おぐら　みほ

CINQ やまもと　ごう かわさき　ひろし

class さとう　なおや ひろせ　せいいち

class おおた　かずふみ おおむら　まい

class ささくら　かずと ながたに　ともゆき

class いわさ　ひでみつ たけひら　すすむ

Darts & Bar Nova かとう　りな えび　やすよ

Darts Bar JADE よこはら　よしかず こさか　さり

Darts Bar JADE よしかわ　つばさ つじ　はるか

DARTS PARK OASIS ひろせ　もとゆき まつおか　ゆきこ

DartsBar DROTIKI ふじい　りょうすけ ぬま　かずひろ

eight8 やまだ　たいき くまがい　ふみたか

MELANGE えぐち　ひとみ かわぐち　としや

NEO ZEON'S BAR MBASE4 むらかみ　まひろ あおえ　ゆき

NEO ZEON'S BAR MBASE4 すみかわ　こうすけ みさき　けんと

POOL & DARTS Pick Up 山科 にしおか　まさよし ふくだ　きより

カラオケZERO三木志染店 にしはな　せいいち すぎもと　ゆうか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 やまきた　よしろう こんの　やすのぶ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 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天理 こわせ　さとみ かまくら　なつみ

ビリヤード＆ダーツ アイボリー やました　まなみ やました　けんじ

【LEVEL 4】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 3】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

3Peace おおわだ　もとなり かわむら　まなみ

Boon たかの　みか すずむら　まりよ

CAFE & BAR Libre's ふじい　ゆうへい うめもと　ゆきひろ

Café&Bar Ku-Lu わだ　ゆうすけ まつもと　ちあき

CECIL まつざわ　まゆ やまたに　かんいち

Darts Bar JADE くすもと　あきな かじ　すずか

lien 京都 ながた　しゅういち とみおか　たくや

lien 京都 もりた　なおき つじ　いっぺい

MELANGE しげつら　けん はが　かつや

MIYABI あなみ　かつひろ こうやま　なおこ

MIYABI やまもと　えいじ にった　ゆうじ

Mon Reve きむら　りょうじ みずかみ　しんや

Night Sapuraizu みやざき　つよし すずき　えいさく

SHOT BAR Barrel にしやま　よしたか とみなが　ゆうや

Soul(s) Kyoto なかがわ　ただし まつなみ　つとむ

カラオケZERO三木志染店 さかもと　ゆうき しばた　なるみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 おかもと　ひろなお かわしま　たけし

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 いざき　ひろゆき おかやま　なるみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 みき　しゅんすけ えむら　せいや

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 まつもと　いつか ささき　ゆきな

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 たつみ　しんじ ふじた　ともゆき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 きむら　なおき さかた　てるのり

ダーツバー　Aruka-Naika まつもと　かずほ なかすじ　けん

ダーツバー　Aruka-Naika さかぐち　しょうた はまぐち　ひろと

ダーツバー　Aruka-Naika あずま　やすたか しが　ゆきな

ダーツバー　Aruka-Naika たしろ　まこと へんみ　あきひろ

ダーツハイブ名古屋栄店 のはら　ちひろ わだ　けんご

ふぁみりぃばぁポラリス ささい　たかひろ せど　ひさみつ

ふぁみりぃばぁポラリス くだら　あつし よどたに　たかゆき

ふぁみりぃばぁポラリス たまざくら　ひろし なかがき　たかし

店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

ABsoooLute こいずみ　たかし たい　さやか

Bar Spring かわはら　しゅうすけ ゆあさ　まゆ

class よしおか　ちなつ よしだ　ゆめの

Darts Shop Balance Diner むかい　かずき おおぐち　さとし

I'll be bar Garage おおつ　ゆきのり おおつ　ようこ

Mon Reve とみなが　こういち ふじい　けいこ

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 おかもと　まりな まえだ　さき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 やまもと　りさ みやけ　まゆみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 もり　たくみ つつみ　かずま

ダーツバー　Aruka-Naika なかぐち　はるき やまだ　なおと

ダーツバー　Aruka-Naika くりもと　なおき おかざき　あつし

ダーツバー　Aruka-Naika にしもと　いぶき かわむら　しゅうと

ダーツバー　Aruka-Naika なかもと　みどり くろさき　ゆうか

ダーツバー　Aruka-Naika しま　ふうた にし　れいか

ダーツバー　Aruka-Naika どい　やすひろ すけい　ふみや

ふぁみりぃばぁポラリス にし　あゆみ せど　えりか

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 1】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)

DARTSLIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 2】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)


