
店舗名 プレイヤー１ プレイヤー２
☆夜ｶﾌｪ☆☆夜ｶﾌｪ☆dimple ふじさわ 　あいこ にしじま 　つばさ
☆夜ｶﾌｪ☆☆夜ｶﾌｪ☆dimple たかつか 　のりかず すずき 　ともや
☆夜ｶﾌｪ☆☆夜ｶﾌｪ☆dimple ふるかわ 　たけひろ なかがわ 　たくみ

10FF なかむら 　しゅんたろう すずき 　みくる

abbey  (bar) いけうち 　りょうすけ なかがわ 　ひろみつ

abbey  (bar) たがの 　しんや のせ 　なおかつ
ABsoooLute かねさか 　けいいちろう おぎの 　しんたろう
ABsoooLute なかがわ 　しゅうじ なかがわ 　ただし
ABsoooLute こいずみ 　たかし たい 　さやか
ABsoooLute はりま 　まさよし きたもと 　ゆうみ
ABsoooLute なかつか 　ひろむ せいけ 　みほ
ABsoooLute にしもと 　みきよし まつい 　つばさ
Ace  club やまだ 　つとむ みやた 　いさむ
Ace  club なかにし 　えいきち ふなはし 　たかみつ
Ace  club おき 　よしたか たちもと 　たつひこ
Ace  club やまぐち 　さち さかぐち 　しょうた
Ace  club おぐり 　まさひと なかとも 　ひでまさ
Ace  club かとう 　ひろき いわた 　ゆうき

ATHLETE さいき 　かずき すぎもと 　あきのり

Bar  141 こはら 　まさし にしうち 　むつみ
Bar  Bambi たかまつ 　だいち やまだ 　まさる
Bar  Bambi たがしら 　としひこ ひらの 　はるか
Bar  Bambi にしだ 　なおき ふくもと 　けい

BAR  Lafeene いのはな 　ともひろ たなか 　たかひさ

Bar  Simple まさやま 　だいすけ いとかわ 　みちとし

Bar  Simple たかた 　みちる はまだ 　ひろし

Bar  Simple しみず 　りょうま かさぎ 　しょうへい
Bar  Spring たていし 　みつはる ゆあさ 　まゆ
Bar  Spring いながわ 　まこと きのした 　たつや
Bar  Spring たなか 　じゅんたろう ふくだ 　りょうた
Bar  Spring ひらやま 　だいすけ さんじょうば 　みどり
Bar  Spring くろき 　あつし いせ 　かずし
Bar  Spring おくだ 　ともゆき かわはら 　しゅうすけ
Bar  Spring さかもと 　しゅんすけ まつみや 　たくみ
Bar  Spring やまもと 　つかさ ひらもと 　ちえり

Bar  ST えんどう 　すすむ おくの 　ひろし
BarOcean いふく 　じゅんほ よしかわ 　ゆういち
Bee SAKAE さかね 　ふとし よしだ 　たかし
Beers ふだば 　かずひこ きのした 　ゆうき
Beers なかむら 　ともや かねこ 　しんご
Beers たけだ 　のりふみ よねだ 　ゆうた
Beers まがり 　りょうた むこうはら 　えいいち
Beers みやけ 　としかず うきがや 　あいか
Beers こいし 　ゆうき まつもと 　けんじ

Billiards&Darts  Bar  Break かわやま 　なおき はせやま 　たかひろ
Billiards&Darts  Bar  Break きれかわ 　ひろゆき はせがわ 　みずき
Billiards&Darts  Bar  Break みぼろ 　つよし かねしろ 　ひろあき
Billiards&Darts  Bar  Break かとう 　けん おくむら 　まなみ
Billiards&Darts  Bar  Break いちかわ 　ゆう あけお 　ともみ

Black  Cherry やすみ 　けいた にしたに 　さき
Black  Cherry まつもと 　なおき すやま 　りゅう
Black  Cherry あきやま 　ひろあき あおき 　ただし
Black  Cherry さかい 　こうたろう かわむら 　かずひろ
Black  Cherry しらばやし 　よしひさ おおもと 　ゆうじ
Black  Cherry さいとう 　あゆむ うえはら 　ゆうこ

BLACK HORSE かめなが 　ゆうき かたやま 　ゆうすけ
BLACK HORSE もりもと 　つよし ふくだ 　さつき
BLACK HORSE やまもと 　あつこ なかにし 　きょうすけ
BLACK HORSE なかざわ 　ひろゆき いまがわ 　ちかのり
BLACK  PEARL もりもと 　まさし えのもと 　りょう
BLACK  PEARL かさまつ 　ひろあき やすかわ 　みき
BLACK  PEARL ふじわら 　ひろき はせがわ 　きはち
BLACK  PEARL きくち 　ひろき くろき 　あい
BLACK  PEARL あずま 　まりな やすむら 　このは
BLACK  PEARL にしやま 　ゆうすけ あずま 　さちき
BLACK  PEARL せむら 　こうき やすむら 　こう
BLACK  PEARL にしくぼ 　てるき いわもと 　あきら
BLACK  PEARL とまり 　ひでよし ともり 　さちこ



BLACK  PEARL きよい 　ひろし くりもと 　せいや
BLACK  PEARL なかい 　たけし なかにし 　かすみ
BLOW  OUT さかね 　のりひと しばた 　かつひと
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 やまぐち 　みわ
BLUE  BECK ふじい 　としお にしむら 　みゆき
BLUE  BECK たけたに 　てるあき かたのだ 　なおき
BLUE  BECK おかむら 　ありさ はしもと 　ゆきこ

Boon わたなべ 　くにひこ かとう 　ゆうすけ
Boon なかた 　ようすけ まつした 　りかこ
Boon ますだ 　ふみや いのうえ 　だいち
Boon みやもと 　なお おかだ 　みさき
Boon にしだ 　しげあき ぬまた 　ゆうき
Boon かねもと 　けいじゅ まつした 　のりこ
Boon くにかた 　りょう なかお 　よしのり
Boon だんじょう 　あすと さとみ 　こうすけ

BULLDOG しらいし 　かつお まえだ 　まこと
BULLDOG かしもと 　てるひさ まつもと 　たけし

BURST  CAFÉ たおか 　みつお ふなやち 　ゆうすけ
BURST  CAFÉ どい 　たかお ふなやち 　しょうこ
BURST  CAFÉ いたがき 　たかし ふくやま 　ゆういち
BURST  CAFÉ すずき 　ゆたか なかがわ 　えいいち

CAFE  &  BAR  Libre's さとう 　こうじ やまもと 　ちあき
CAFE  &  BAR  Libre's やまさと 　ひろし にし 　ひろゆき
cafe  &  darts  ROOF きたむら 　ひかる やまだ 　かずき
cafe  &  darts  ROOF おだ 　まこと いちだ 　さきこ
cafe  &  darts  ROOF こばやし 　けいいち こまつ 　しんや
cafe  &  darts  ROOF にしむら 　なおや かわい 　さき
CAFÉ  BAR  Chaps よしむら 　みつもり もりもと 　ゆうすけ
CAFÉ  BAR  Chaps なかほり 　たくみ とべた 　まほ
CAFÉ  BAR  Chaps あだち 　いっぺい はなふじ 　ゆか
CAFÉ  BAR  Chaps さとう 　まさひろ きたん 　しゅうじ

Cafe&Bar  Kings  Cross しろく 　えいた おおの 　まさき

Cafe&Bar  Kings  Cross しばた 　みのる いわた 　ゆうや

Cafe&Bar  Kings  Cross あさの 　しょうた もりわき 　だいち
Cafe&Bar  TOPGUN おかだ 　あきこ にしもと 　のぶたか
Cafe&Bar  TOPGUN たに 　ゆうや うえぞの 　ただあつ
Cafe&Bar  TOPGUN ひさか 　あきら おかにし 　ひろき
Cafe&Bar  TOPGUN にしうら 　ゆうき まとば 　ゆうき
Cafe&Bar  TOPGUN とみやま 　えりこ ふじた 　ひろゆき
Cafe&Bar  TOPGUN くらち 　まさよ おおいし 　みのり
Cafe&Bar  TOPGUN はしづめ 　ゆうき きしもと 　よしふみ
Cafe&Bar  TOPGUN ふくおか 　やすひと あおき 　えこの
Cafe&Bar  TOPGUN おの 　ひでき とりまる 　ただゆき
Cafe&Bar  TOPGUN すぎた 　かずまさ はやし 　ももか
Cafe&Bar  TOPGUN たかがき 　こうじ ふるの 　ゆうだい
Cafe&Bar  TOPGUN ささき 　なおと なかがわ 　まほ
Cafe&Bar  TOPGUN まえだ 　よしひろ いとう 　かな
Cafe&Bar  TOPGUN ささき 　あきこ あさだ 　よしき
Cafe&Bar  TOPGUN はらだ 　ともみ きぬた 　しほ
Cafe&Bar  TOPGUN よねたに 　いおり かわらだ 　りょう
Cafe&Bar  TOPGUN やまもと 　こうへい なかたに 　かずてる
Cafe&Bar  TOPGUN すずき 　かずてる なかやま 　ひろゆき
Cafe&Bar  TOPGUN うだ 　みなこ きしもと 　かおり
Cafe&Bar  TOPGUN にしまき 　ちずこ ちゃはら 　せいじ

Cafe+Bar  Oops!! たかぎ 　しょう わかばやし 　まなぶ

Cafe+Bar  Oops!! ますがき 　じゅんぺい たかぎ 　なつき

Cafe+Bar  Oops!! あさくら 　みねこ おかばやし 　むねたか

Cafe+Bar  Oops!! きしもと 　たかゆき のむら 　あいみ
CINQ かみむら 　しゅんや くぼ 　ゆうき
CINQ だんばやし 　ひろき なかの 　じろう
CLOUD こじま 　じゅんいちろう もりた 　あゆ
CLOUD ふくだ 　せいや くりもと 　かずき
CLOUD もんじ 　たくや なかむら 　みきお
CLOUD なかがわ 　しんや いけだ 　かずひろ
CLOUD ふるたに 　なおひろ いわせ 　ゆりこ

CREAM  SODA（奈良） うえもり 　なおや おわだ 　ひろし
CREAM  SODA（奈良） えびすい 　みつひこ えびすい 　ともみ
CREAM  SODA（奈良） いまむら 　ゆう むらなか 　しょうや



Cs  BAR なかばやし 　かつや わかばやし 　まさはる
Cs  BAR はが 　わたる みかみ 　てるき

Darts  &  Bar  Nova たかはし 　めい わたなべ 　ひろゆき

Darts  &  Bar  Nova よしだ 　やすひと たなか 　のぶゆき

Darts  &  Bar  Nova つづく 　こうすけ やまもと 　ひでかず

Darts  &  Bar  Nova やすだ 　ゆうと くどみ 　けいた

Darts  &  Bar  Nova ところ 　まさし おむら 　ゆうさく

Darts  &  Bar  Nova ふなと 　ひとまさ すぎおか 　あきら

Darts  Bar  age おざわ 　しんじ はやし 　よしえ
Darts  Bar  BLACK いとう 　しんじ すぎい 　たかし
Darts  Bar  BLACK はたけなか 　ひろし おおむら 　しんいち
Darts  Bar  BLACK にしむら 　かずや たなか 　ゆたか
Darts  Bar  BLACK かわきた 　さとし たかだ 　あきひろ
Darts  Bar  BLACK ますかわ 　ゆうじ まるおか 　りな
Darts  Bar  BLACK あかお 　あきら おおしげ 　かずき
Darts  Bar  BLACK ますおか 　のぶひろ おくだ 　なおき
Darts  Bar  BLACK せつ 　りゅうや おかざき 　しんや
Darts  Bar  Chrome やぎ 　ゆうや やながわ 　けい
Darts  Bar  Chrome みずなわ 　たけし こんどう 　みさと
Darts  Bar  Chrome きぬがわ 　りゅうじ きにがわ 　かよ

DARTS  BAR  COLORS ひらの 　まさとも よしむら 　みきはる
DARTS  BAR  COLORS そめや 　たかふみ いない 　ゆうじ
Darts  Bar  Esordio ふくだ 　あきひさ きのした 　けいた
Darts  Bar  Esordio こうだ 　けんいち かたやま 　ゆう
Darts  Bar  Esordio くろだ 　こういちろう つじもと 　ゆうご
Darts  Bar  JADE たけ 　たつひろ あだち 　かおり
Darts  Bar  JADE なかむら 　まこと さかい 　ゆうき
Darts  Bar  JADE よこはら 　よしかず まつもと 　たかひろ
Darts  Bar  JADE くましろ 　ひでき たけ 　あつこ
Darts  Bar  JADE はっとり 　きょうか はっとり 　かえこ
Darts  Bar  JADE おかぞえ 　けいた こさか 　さり
Darts  Bar  JADE あみじま 　ひろみち かねだ 　もりひろ
Darts  Bar  JADE かねだ 　けいこ むらかみ 　かな
Darts  Bar  JADE さとう 　げんき たもち 　しほ
Darts  Bar  JADE ながよ 　りゅうじろう いしどう 　つとむ
Darts  Bar  JADE たなか 　あきひろ かじ 　すずか
Darts  Bar  King ありつき 　たくや のぐち 　こうじ
Darts  Bar  King かたぶち 　しんご みね 　としゆき
Darts  Bar  King いとう 　しょうた いけだ 　じん
Darts  Bar  King えもと 　こうき きゅうらく 　まさき

DARTS  BAR  Spring きたむら 　りゅうた おなが 　せいや
DARTS  BAR  Spring はらぐち 　いっぺい かわしま 　なな
Darts  Bar  Swan よしだ 　ゆういち うえの 　ひとみ
Darts  Bar  Swan はたもと 　ひろし なかい 　かつひろ

DARTS  BAR  YAMATO ただのぶ 　だいち やかべ 　つよし
DARTS  BAR  YAMATO おおむら 　ひろと すえざわ 　しょうき
Darts  Cafe  &  Bar  BASE いそべ 　たくや たがわ 　りな
Darts  Cafe  &  Bar  BASE ますだ 　さとし やまぞえ 　ひとみ
Darts  Cafe  &  Bar  BASE わたせ 　ゆずる すがたに 　なおや
Darts  Cafe  &  Bar  BASE やまもと 　ひろき のざわ 　ゆういち
Darts  Cafe  &  Bar  BASE まつうら 　しのぶ やまもと 　たかひろ
Darts  Cafe  &  Bar  BASE くましろ 　たかひさ こうざき 　よしひで
Darts  Cafe  &  Bar  BASE かわばた 　ゆうだい なかむら 　けいすけ

Darts  House  Reve くらた 　ときお なかにし 　じゅり

Darts  House  Reve いちかわ 　ようじ かわはら 　まさし

Darts  House  Reve なかい 　りょう なりた 　まさと

Darts  House  Reve さかぐち 　ゆきえ いしざき 　ひかる

Darts  House  Reve はしもと 　よしゆき はく 　ひでき
Darts  house  Victoria おわき 　ゆうや いさがわ 　やすひろ
Darts  house  Victoria まの 　しんいち うめお 　かずふみ
Darts  house  Victoria ささき 　なおひろ いとう 　あやか
Darts  house  Victoria いしい 　りょうたろう よこやま 　のりひろ
Darts  house  Victoria なりしげ 　ゆうすけ あさの 　ひさし
DARTS  LIFE  PLUS おかの 　ひろのり たしろ 　こういち
DARTS  LIFE  PLUS たしろ 　れいこ おかの 　みか
DARTS  LIFE  PLUS かわぐち 　しずひこ ほりば 　さとし
DARTS  LIFE  PLUS となき 　りえ いしとび 　あきな
DARTS  LIFE  PLUS りゅう 　よしひと かじつか 　とむ

DARTS  PARK  OASIS しばたに 　たく わき 　ひでかず



DARTS  PARK  OASIS いけだ 　まさなお いけだ 　ゆか

DARTS  PARK  OASIS まつおか 　ゆきこ なかやま 　あい

DARTS  PARK  OASIS ふくすみ 　しんや たつみ 　あやか

DARTS  PARK  OASIS かみむら 　かなこ むらた 　ゆうや

DARTS  PARK  OASIS やがた 　まさお いちもり 　ちひろ

DARTS  PARK  OASIS おざき 　ちぐさ いまむら 　よしゆき
Darts  Shop  Balance  Diner こやなぎ 　さおり あべ 　せいじ
Darts  Shop  Balance  Diner はしの 　こういち いしい 　たつあき
DARTS  Shop  R　心斎橋 ふじの 　ゆうじ たかはし 　ゆき

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

Darts  Shop  TiTO  心斎橋店 おおくぼ 　さとみ なかもと 　ゆうき
Darts  Shop  TiTO京都 いわさき 　こうたろう はらいかわ 　しょうご
Darts  Shop  TiTO京都 きぐれ 　あきら いいじま 　つばさ
Darts  Shop  TiTO京都 もりかわ 　りょうま たなか 　ゆいと
Darts  Spot  OLD かねみつ 　くみ よねだ 　しょう
Darts  Spot  OLD ますだ 　しんいちろう はやし 　ともみ
Darts  Spot  OLD おおつき 　ひろゆき たなか 　しんや
Darts  Spot  OLD すみだ 　しほ はせがわ 　みな
Darts  Spot  OLD たなべ 　ひろのぶ おおば 　ななこ
Darts  Spot  OLD ただ 　かずまさ やまもり 　まお
Darts  Spot  OLD とりい 　たかひろ やまぐち 　いくえ
Darts  Spot  OLD さだとも 　やすひろ ふかがわ 　みやび
Darts  Spot  OLD おおえ 　えみ やまだ 　たつや

Darts  UP  飯田橋 せきね 　まや くぼた 　みつお

Darts  UP  飯田橋 たかはし 　かな のだ 　あきひろ
Darts&Cafe E-plus もりやま 　たいへい おおはた 　たかし

Darts&Shot Bar Pink Dolphin なかにし 　しん はしかわ 　ひろし
Darts&Shot Bar Pink Dolphin まつだ 　のぶひろ かみじ 　まみこ
Darts&Shot Bar Pink Dolphin しもの 　けんじ いくた 　るみ
Darts&Shot Bar Pink Dolphin にしはら 　しょうじ たまがわ 　てつお
Darts&Shot Bar Pink Dolphin さとう 　ゆうじ かしま 　もとたつ
DartsBar  DROTIKI たにぐち 　あきひさ おくはら 　えいすけ
DartsBar  DROTIKI ふじい 　りょうすけ のざき 　みのる
DartsBar  DROTIKI おおの 　りょうへい しまだ 　としき
DartsShop  R  長堀橋店 やまぐち 　ゆう うえの 　たかひで
DartsShop  R  長堀橋店 たかやま 　しゅんた もり 　ゆうき

DDT いながわ 　たかとし いば 　けいすけ

DDT いば 　なおみ いば 　だいすけ

Dining  Darts  Bar  Teddy  Bear こんどう 　ひさよし よしもと 　えりな
DON2KI みわ 　こうへい なかたに 　けんた
DON2KI むらやま 　なおき かたおか 　としや
DON2KI ささき 　よう はしもと 　さとる
DON2KI きた 　あい あらたけ 　ともき
E☆Star ほしもと 　のりかず うえだ 　つとむ
Enchante' やの 　かずたか わたなべ 　よしこ
fabric garden せがわ 　かつひろ まつおか 　りょうた
fabric garden しみず 　りな たますみ 　ももこ

FEEL  SO  GOOD えみ 　ひとみ おおなが 　ゆい
FEEL  SO  GOOD うえで 　けいた かしま 　りょうた
FEEL  SO  GOOD きむら 　かずき まつもと 　わかな
FEEL  SO  GOOD つじた 　かずま さとう 　しんいち
FEEL  SO  GOOD まえだ 　けいた こばやし 　まさし
Felice  Felice かねこ 　たくと ふせ 　みずほ
Felice  Felice まつもと 　りょうすけ まんぽ 　ゆうすけ
Felice  Felice いしぐろ 　まこと おおえ 　たくや

Food+Darts  Bar  BULL くろかわ 　ともなり いとう 　ようへい
Free  style  bar  福-Fuku- いずみ 　ゆういちろう かたやま 　ひろふみ
Free  style  bar  福-Fuku- うめだ 　かずふみ まつのぶ 　みなこ
Free  style  bar  福-Fuku- かまだ 　てつや にしやま 　ひさのり
Free  style  bar  福-Fuku- ふじわら 　ひろき とびしま 　たく

Funtazist@ もり 　たかよし まつもと 　あい
Funtazist@ かわはら 　ゆうき かげやま 　もとこ
Funtazist@ まつもと 　あらし まつもと 　きら

Geek よこやま 　まつたか いちやま 　ともみ
glad おがわ 　やすし こばやし 　せいた
glad ながみね 　まさや たけうち 　かずき

J-BRIDGE たたみ 　みやと うえだ 　ゆりか
J-BRIDGE おおた 　りゅうき ふるもと 　だいち

JOKER  DRIVER  Gallery  ZETASE しばた 　こうじ さかい 　よしひこ



JOKER  DRIVER  Gallery  ZETASE せき 　ゆうと ながおか 　じゅんこ
JOKER  DRIVER  Gallery  ZETASE あおやま 　やすのり おおはし 　てつろう

kakogawa base 遊びBAR やまぐち 　たかひろ ながた 　けいた
KAM'S  KYOTO かめい 　たかゆき たきがわ 　しんぺい
KAM'S  KYOTO とりい 　こうだい はらだ 　みつよし
KAM'S  KYOTO のむら 　しげのり ひらつか 　やすひろ
KAM'S  KYOTO はっとり 　たかし とりやま 　ひろみち
KAM'S  KYOTO ふるたて 　しょう たけべ 　まなぶ
KAM'S  KYOTO いしかわ 　たかよし こにし 　ゆか
KAM'S  KYOTO つちや 　ゆうむ しみず 　ゆうじ
KAM'S  KYOTO しみず 　まゆみ えぐち 　やすは
KAM'S  KYOTO ふなだ 　ひろあき みやうち 　けんじ
KAM'S  KYOTO ささき 　さやか たけべ 　まき

Kitchen&Darts  Dict こいわ 　しんのすけ みた 　あきお
Kitchen&Darts  Dict ふるかわ 　ようへい きよだ 　みやび
Kitchen&Darts  Dict いそざき 　ゆうや なかやま 　りょう
Kitchen&Darts  Dict すざき 　のぶゆき すざき 　やすみ
Kitchen&Darts  Dict はせがわ 　やすき ふわ 　こうじ

Kitchin  Plus  CREAMSODA ひがしむら 　こうすけ いわもと 　たくま

Kitchin  Plus  CREAMSODA いとう 　あや こやま 　はるひ
LAGUNA ふじい 　とみお よしだ 　ゆき
LAGUNA おかだ 　たかおき ふくしま 　はるひさ
LAGUNA ゆやま 　しゅんじ かとう 　たつや
LAGUNA おおはら 　ひでつぐ つざき 　ゆうき
lien かわな 　まり ひろはた 　かずき

lien  京都 ひらやま 　なるひこ はやなが 　あさみ
lien  京都 もりした 　よしひろ ないとう 　かおり
lien  京都 にしおか 　つぐと にしおか 　しんじ
lien  京都 とみおか 　たくや みやこ 　はるみ
lien  京都 はしむら 　よしゆき はしむら 　たかのぶ
lien  京都 もりい 　しげかず もりた 　なおき
LIEN〜絆〜 ふくざき 　まさき さかい 　ひとみ
LIEN〜絆〜 かとう 　かずし にしむら 　のぶひこ
LIEN〜絆〜 ひがしの 　やすと てらだ 　しょうた
LIEN〜絆〜 はらだ 　しんすけ かわぐち 　たつや
LOCOROCO やすい 　なりゆく くりはら 　あつし
LOCOROCO わたなべ 　たかし てらだ 　よしき
LOCOROCO やまざき 　よういち わたなべ 　かずえ 　
LOCOROCO おおした 　ゆうや しみず 　あきゆき
LOCOROCO かじまる 　ゆきのり よこやま 　ふじこ
LOCOROCO たなか 　ひろし いけの 　まなみ

Lyme きたはら 　なるき ふじもと 　ひろあき
Lyme ふじた 　せいいち なかい 　しんや
Lyme たぐち 　ゆうだい おばた 　みな
Lyme ぜにや 　なおひと くどう 　まさよ
Lyme てらした 　えいたろう みずの 　かずえ
Lyme こやま 　こうだい かうち 　まりな

Mad Hatter とだ 　けいすけ ますだ 　てっぺい
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 ふじい 　だいすけ まつもと 　やすよし
max  OSAKA  心斎橋 いしい 　のぶゆき みなみ 　まり
max  osaka  梅田店 かわかみ 　まな かわかみ 　みえこ
max  osaka  梅田店 よくもと 　しょうご しばた 　とよかず
max  osaka  梅田店 みやもと 　よしかず ふるい 　ともなり
max  osaka  梅田店 こばやし 　ともや つつい 　やすゆき
max  osaka  梅田店 かとう 　りんぺい みやもと 　だいすけ

MELANGE しげつら 　けん はが 　かつや
MELANGE いしはら 　さちお さかぐち 　としあき
MIYABI やまもと 　のぶひろ わたなべ 　ゆうき
MIYABI まつもと 　いよ たかぎ 　しずか
MIYABI すみはら 　けんいち かわべ 　としはる
MIYABI のがみ 　たけや いよき 　はづき
MIYABI かわさき 　たかこ やの 　かなみ
MIYABI まつもと 　まさし こうやま 　なおこ

MOANAKAPU たむら 　ゆの たたみ 　ただし
MOANAKAPU やまぐち 　ゆりこ かさはら 　としひと
Mon  Reve めかた 　かずひさ くにえだ 　かなこ
Mon  Reve しばた 　よしあき とみなが 　こういち
Mon  Reve ふじい 　りょうか きむら 　まいこ



Mon  Reve あべ 　やすはる やまだ 　やすなり
Mon  Reve おおくぼ 　あきら おおくぼ 　まみ

NEO  ZEON'S  BAR  MBASE4 むらかみ 　まゆな すみの 　ここは
NEO  ZEON'S  BAR  MBASE4 みなみ 　けんじ すみかわ 　りえ
NEO  ZEON'S  BAR  MBASE4 みき 　しゅんすけ すみかわ 　こうすけ
NEO  ZEON'S  BAR  MBASE4 いまにし 　やすはる むらかみ 　まひろ

One  Piece  黒川店 おかど 　りょうた にしかわ 　さゆき

One-G あさか 　ゆうすけ わたなべ 　なお
Pool  &  Darts  Eddie  Nishinomiya やまうち 　けんじ さの 　なつき
Pool  &  Darts  Eddie  Nishinomiya ふじい 　ひろし かなや 　としひこ
POOL  &  DARTS  Pick  Up  山科 とのむら 　わへい いけだ 　けんし

Pool&Darts  IL むらかみ 　まさゆき ひらおか 　まい

POOLS  CLASSIC いけみや 　りょう おかね 　すずか
R's  plus+ とのむら 　りょうすけ いくた 　しゅうじ
R's  plus+ やまもと 　しんや ほんま 　れな
R's  plus+ こばやし 　だいすけ あべ 　あきな
R's  plus+ まつもと 　りな いけだ 　だいすけ
R's  plus+ かきぞえ 　ゆうき わだ 　あい
R's  plus+ さんだ 　けいすけ たかはし 　ひろふみ
R's  plus+ いずみ 　まいと まつもと 　たいへい
R's  plus+ なかやま 　まさき なさか 　りえ
R's  plus+ じゅうもんじ 　たけし かとう 　ひろふみ
R's  plus+ その 　しょうた ふじた 　みさこ
R's  STORE みつせ 　はじめ やまもと 　ゆい
RAINBOW せき 　ちさと いちだ 　なつき
RAINBOW ひわだ 　ゆうすけ あらかわ 　けんご
RAINBOW はらだ 　こうじろう なかえ 　あずみ

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 まつだ 　ともき やの 　ひろし
Siesta もり 　たかはる にしだ 　たけし
Siesta しのさわ 　たかあき よしおか 　あや
Siesta てらした 　しんご さわべ 　けん
Siesta つつい 　りく いなむら 　せいや
Siesta やまさき 　こうじ かずさ 　きこ
Siesta おおわた 　もとなり かわむら 　まなみ
Siesta しばた 　まさのぶ わきさか 　ゆうすけ

Soul(s)  Kyoto たかだ 　のりゆき ふじやま 　しょうへい
Soul(s)  Kyoto むらかみ 　あきひさ さわだ 　もとい
Soul(s)  Kyoto よしだ 　しょうた むらかみ 　かずたか
Soul(s)  Kyoto たいら 　たいほう まるおか 　ともき
Soul(s)  Kyoto たいら 　ゆかり ふるさと 　けんと
Soul(s)  Kyoto やまもと 　じゅん もりべ 　みさと
Soul(s)  Kyoto いけだ 　ゆういち さとう 　あやな
Soul(s)  Kyoto まつお 　たくみ とみなが 　ゆういち
Soul(s)  Kyoto きむら 　まさひろ うえはら 　よしあき
Soul(s)  Kyoto あらい 　ひろき やまもと 　ゆかり
Soul(s)  Kyoto ほんだ 　じゅんこ ほんだ 　ゆずる
Spicy  Heart ながい 　ゆきひろ まつむら 　かすみ
Spicy  Heart いのうえ 　みちひろ ほりぐち 　まい
Spicy  Heart とみやま 　よしき はたやま 　ともひさ
Spicy  Heart たなか 　ようこ たくぼ 　いさむ
Spicy  Heart あきもと 　ひろし じんのう 　ゆたか
Spicy  Heart たかだ 　ひろゆき ひおか 　もとい

Sports  Bar  Seed おざさ 　ゆうじ にしの 　さとこ
Sports  Bar  Seed きたがわ 　しゅん ほんだ 　こういち
Sports  Bar  Seed おおいしばし 　けいた おおさわ 　もえこ

SURE かわもと 　かずとし いわた 　ともひろ

SURE ふたむら 　しげのり ふたむら 　ゆうこ
Tink やまもと 　たかと とみだ 　すずか
Tink おおたけ 　さとし たかぎ 　さおり

ToN  eighty なかの 　ゆうへい たみや 　まなぶ
ToN  eighty のぐち 　みのる なかの 　ゆき
ToN  eighty さとう 　なおや いしかわ 　ゆうぞう
ToN  eighty たむら 　なお みなみやま 　あきの
ToN  eighty むかい 　ゆり たなか 　いってつ

Total  Darts  8121（パイニイ） みしま 　ひろやす すがわら 　よしみ

Total  Darts  8121（パイニイ） よこい 　とものり いかわ 　まゆ

Total  Darts  8121（パイニイ） うたむら 　としふみ もりわき 　たくま



waphi  yapi きのした 　のぶあき やなぎ 　いつみ

Winkle  Bell のざき 　たいし いしもと 　ひろあき

エスリミ ねぜん 　みか いとう 　なおき
オークランド春日井 はやし 　ゆうた とみた 　さき

海神ダーツバー海神ダーツバー  NO-VICE しもかわ 　まさき かがわ 　あいり
カラオケカラオケZERO三木志染店 しみず 　しんすけ かねたけ 　しおり

カラオケレインボー浜寺石津店 こもり 　よしゆき あくね 　せいじ
クアトロクアトロ  No.4 やまおか 　かずき まつむら 　せいや

ｸﾞﾗﾝｻｲﾊﾞｰｶﾌｪ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 ほかぞの 　しゅんすけ よしい 　あやこ

スポーツバー月猫 きむら 　なおき ふじた 　ともゆき

スポーツバー月猫 さかた 　てるのり たつみ 　しんじ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 いずみち  おさみ まつばら 　つかさ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 すがむら 　つよし ふじむら 　しずか
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 たなか 　ゆうま おむら 　ゆうな
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 もりた 　まさし とみやま 　きみ
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 いわさ 　ひろゆき
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ふくじゅ 　けいじ なかむら 　よしひこ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 たむら 　じゅんいち ふじわら 　てつや
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⻄西宮 かとう 　だいすけ つだ 　まさし
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 さいとう 　まいこ さいとう 　ゆうじ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 たなか 　まさひろ ながべ 　しょうと
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 よこた 　ひろひと なかがき 　まさひろ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 おがた 　よしき なかみち 　ゆか
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 ちはや 　よしき いない 　りょうすけ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 ひなが 　ともまさ もりた 　ひより
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 やすなか 　まさひろ かわさき 　けいじ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 むらた 　けんじ やまぐち 　たかし
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 はやし 　たかあき いとう 　つとむ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 やまもと 　まさゆき おがた 　なおき
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 やまおか 　かずや ますだ 　たかはる
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 やまだ 　たけひろ もり 　たくみ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 かまくら 　なつみ おがわ 　ゆい
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 しんや 　ゆうき かわぞえ 　ゆうや
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 てんま 　みずき ふじた 　さき
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 ながい 　りょう まつうら 　ゆたか
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 　みづき
ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR  梅田店 いがわ 　かなこ ふじわら 　ゆきな
ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR  梅田店 わかばやし 　かずき ふじい 　かずひろ
ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR  梅田店 さくらい 　としき おくの 　じゅんぺい

ダーツカフェダーツカフェ  デルタ  新小岩店 にいくに 　こうた なかむら 　あやの
ダーツカフェダーツカフェ  デルタ  新小岩店 なかむら 　ひろき よしもと 　ゆうだい
ダーツカフェ＆バーダーツカフェ＆バー  chou  chou いまふく 　なりふみ みよし 　たつき
ダーツカフェ＆バーダーツカフェ＆バー  chou  chou いのうえ 　ひでただ ひみ 　まさや
ダーツカフェ＆バーダーツカフェ＆バー  chou  chou ほりしま 　しょう たかみ 　れん

ダーツカフェデルタ渋谷店 ながた 　ゆうた いのまた 　ゆかり

ダーツカフェデルタ渋谷店 もりた 　まゆこ まちだ 　よしはる
ダーツショップダーツショップD×3 にしきど 　ゆうじ にしむら 　たつや

ダーツハイブ名古屋栄店 たなか 　けいすけ ふくもと 　そうま
ダーツハイブ名古屋栄店 たなか 　こうじ あおき 　つかさ
チームチーム  ぷくぷく きむら 　くみこ なす 　ゆたか
チームチーム  ぷくぷく ごちょう 　えりな しまだ 　かずき

ハイブクリエーション パク・ヒョンチョル おおわく 　あきひこ

バスタブジン もとくに 　ともき いはら 　えいいち
ふぁみりぃばぁポラリス よどや 　たかゆき くだら 　あつし
ふぁみりぃばぁポラリス にし 　あゆみ なかがき 　たかし
ふぁみりぃばぁポラリス せど 　ひさみつ 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

ブラボー かどくら 　まさひと かつうら 　ひでのり
ブルートレインブルートレイン@25CAFE たちかわ 　れい つねづか 　たかし
ブルートレインブルートレイン@25CAFE すぎの 　たくみ おがわ 　あきひと
ブルートレインブルートレイン@25CAFE みやもと 　ひいろ にしつじ 　りょうすけ

ルナティック中環堺店 いしど 　かつのり いしど 　みゆき

ルナティック中環堺店 なかがわ 　のぶよし きんじょう 　ささなお
ﾚｽﾄﾗﾝﾚｽﾄﾗﾝ&ﾊﾞｰ  R ふくはら 　こういち きくち 　たくや
わんすもあわんすもあ− くまがい 　ひろき いわき 　かずや
わんすもあわんすもあ− こじま 　ともや かげやま 　さき
喫茶みずほ せん 　ひでき ひぐち 　こういち
喫茶みずほ おもだ 　よしなり やまもと 　たつや



風 おおはし 　みさお うえがき 　せいた
風 かたおか 　あきら そとぞの 　ゆうじ
風 かわすみ 　げんたろう ひぐち 　さゆみ

忘我忘我  十三店 やまぐち 　つよし むらかみ 　あきほ
忘我忘我  東大阪店 かりの 　まい しらやま 　よしかず
忘我忘我  東大阪店 やお 　ゆうすけ さるがく 　むねゆき
忘我忘我  東大阪店 おかもと 　ちひろ まきの 　こうじ
忘我忘我  東大阪店 えぐち 　えいさく やまなか 　つねじ
忘我忘我  東大阪店 かとう 　ひであき よしおか 　だいすけ
忘我忘我  梅田店 やすい 　じゅんすけ むらやま 　れい
忘我忘我  梅田店 やすい 　かなこ ひがしほ 　みつひろ
忘我忘我  梅田店 きたじま 　だいぞう おおの 　みか

遊び処遊び処  New  docca+ ごとう 　しょうき にしだ 　きょうすけ
遊び処遊び処  New  docca+ ぶんの 　ひでき しらい 　はやて
遊び処遊び処  New  docca+ はたもと 　ただひろ おおの 　ふみあき


