
プレイヤー① プレイヤー② プレイヤー③ プレイヤー④

10FF 10FF A えのまた しんご おおしろ まさき しばた とよかず すずき みくる

10FF 10FF B みやなが たかひろ いしかわ しほ きのした ともひろ じょうこう あつし

10FF 10FF C なかい りょう いしい のぶゆき おおくぼ さとみ なかもと ゆき

コスモダーツ コスモダーツ A かわかみ まな やまぐち ゆりこ ふじい だいすけ まつもと やすよし

コスモダーツ コスモダーツ B うめだ しんじ まつなが かずゆき にしもと ゆうじ たけうち まみ

ダンデライオン ダンデライオン すぎた かずまさ こんどう たくや くましろ たかひさ はっとり きょうか

Defii Defii おかの ひろのり なかにし しん なかたに かずてる たむら ゆの

DMC DMC やまもと たかと つじもと あきこ ふじわら てつや あおき えこの

モンスター モンスター すずき なおや いくた ゆりあ よこやま くみ はやし ももか

ジョーカードライバー ジョーカードライバー とまり ひでよし とまり ぎろう まつもと しょう あだち かおり

ABsoooLute Tops あいば ゆうた よねさわ ゆうき ひとみ せいや はやし かりん

ABsoooLute ⾦⾕ 彰⼤ いまだ こうすけ かなたに あきひろ ふじた けん つじもと りか

ABsoooLute うどんあります！ かしもと てるひさ いしだ なおき まつもと たけし きたもと ゆうみ

ABsoooLute あぶまる かわむら ひろき なかむら ふみこ しばた よしゆき たけした あつき

Ace club A.C.Lovers まつきひら まさひろ たつみ りょうた やまぐち さち さかぐち しょうた

Ace club 代打の神様⼩池誠 こいけ まこと とみだ すずか あだち りゅうや みやた いさむ

Ace club A.C.Family なかとも ひでまさ はたなか まゆみ おぐり まさひと なかうち はるか

BACK DROP りょうちゃんはっぴーばーすでい いなだ まさはる くしだ あい やまうち すえお はば けいじ

BACK DROP 妻が妊娠 くしだ まさと やまうち けいこ くしやしき ゆうき いなだ まゆ

Bar Bambi Bambi やまだ まさる しのむら くみ たかまつ だいち やました りょういち

BAR D.F.C 11代⽬ 岡本 うえだ ひろふみ わかくさ たかひろ やまぐち さき はが わたる

BAR D.F.C 11代⽬ 彩花 にしむら たくま にしむら のりこ にしかわ しんご たなか じん

Bar ST ST えんどう すすむ おくの ひろし おおい しろう いまむら あやみ

Billiards&Darts Bar Break ふれさい たかやま まなぶ くすばえ さとる くすばえ  まみ つねおか あやこ

Billiards&Darts Bar Break やばひでみ ゆば まさお やの しょうた かつうら ひでのり おくむら まなみ

Billiards&Darts Bar Break うおのめ みぼろ つよし いちかわ ゆう かねしろ ひろあき はせがわ みずき

Billiards&Darts Bar Break ととろのもり かわやま なおき いとう ともこ なかい たけお まるやま じゅんじ

BLACK PEARL BRACK PEARL A ふじわら ひろき ふじもと ふみお とまり さちこ せんだ あきら

BLACK PEARL BRACK PEARL B なかい たけし かさまつ ひろあき せむら こうき かさまつ みき

Boon BOON くにかた りょう かねもと けいじゅ ごとう まさと みずもと のりこ

Cafe Bar Fine Fine たけだ せいこう やすなが しょうしゅ よしまつ としき なかさき りおな

Cafe&Bar TOPGUN TDK ふくおか やすひと うえぞの ただあつ たに ゆうや なかがわ まほ

Cafe&Bar TOPGUN TOPGUN46 きしもと よしふみ こにし ふみたか はしづめ ゆうき きしもと かおり

Cafe&Bar TOPGUN イヌ好きのネコ すずき かずてる いけだ ゆうや かねこ ゆい たかがき こうじ

Cafe&Bar TOPGUN PHOENIX ひさか あきら にしうら ゆうき まとば ゆうき しまむら りさ

Cafe&Bar TOPGUN LIFE STYLE ひさか あらん しののめ よしと ひさか あれん にしうら ここな

Cafe&Bar TOPGUN DEFT とりまる ただゆき ふるの ゆうだい ささき あきこ ちゃはら せいじ

class サマナーズ ふじのい あきら ながたに ともゆき ふくなが ゆうと よしおか ちなつ

class バブリー たむら なお なかね ゆずか ひろせ せいいち おおあみ るい

CLOUD misto きざき かずひろ やまだ たけあき なかがわ しんや もりた あゆ

Darts & Bar Nova NOVA やすだ ゆうと よしだ やすひろ つづく こうすけ たかはし めい

Darts Bar 50/50 Freemasonry もりた かづとし うえだ りゅうじ もりた さやか よしむら みか

Darts Bar 50/50 50/50 やまなか あつひろ はまだ ゆき まつもと たくや いしがみ けい

Darts Bar JADE JADE なかむら まこと こさか さり よしかわ つばさ あさの しょうた

Darts Bar JADE チーム爆死！ ながよ りゅうじろう おくむら だい おかだ あきこ おくたに たかゆき

Darts Cafe & Bar BASE BABY わたせ ゆずる すがたに なおや ますだ さとし やまぞえ ひとみ

Darts Cafe & Bar BASE DRIVER さかい かつあき たがわ りな すずき あきひろ かわばた ゆうだい

DARTS PARK OASIS 9Arrows いたみ みきと おおばやし ようすけ いしばし まこと かわの ともか

DARTS PARK OASIS OASIS BaBy's おかもと わたる まつおか ゆきこ よどや たかゆき おおくら しおり

Darts Shop Balance Diner バランスダイナー にしお としひろ うらかわ まさき きだ あきと ひらの あやか
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プレイヤー① プレイヤー② プレイヤー③ プレイヤー④

DARTS&BILLIARD NINE おちゃんʼｓ さかい なおき あしたに かずき いまなか けいすけ さはら りさ

Dining&Darts TURF TURF ふなやち ひろし けま あいみ いまい ひろき みわ としのり

eight8 eight8 いのうえ りょう とみよし まや なかじま ようへい かなざわ のどか

Geek addict いしはら たいが かつむら まさゆき ほり しんや かつむら ゆか

I'll be bar Garage チーム あいらぶゆー♡ あらい まさき あらい さとみ おおつ ゆきのり おおつ ようこ

Kitchen&Darts Dict SHINE☆ なかやま りょう いそざき ゆうや きよさか しょうま きよだ みやび

Kitchen&Darts Dict SHINE☆Dict ふるかわ ようへい すざき やすみ すざき のぶゆき こいわ しんのすけ

LOCOROCO LOCOROCO A ほんだ りょうま なりた しょうへい やまざき よういち いけの まなみ

LOCOROCO LOCOROCO B わたなべ たかし くりはら あつし やすい なりゆき わたなべ  かずえ

LOCOROCO LOCOROCO C かじまる ゆきのり よこやま ふじこ ひがしほ みつひろ おおした ゆうや

max osaka 梅⽥店 おしょにゃん♪ いたの なおふみ ふじた まさと やぶち かずお ふじた さちこ

NEO ZEON'S BAR MBASE4 MBASE4 すみかわ こうすけ すみかわ りえ いまにし やすはる むらかみ まきこ

One-G わんじー あさか ゆうすけ わたなべ なお なかにし ひろき にった なぎさ

POOL & DARTS Pick Up ⼭科 なる☆ぴょんず すみだ しほ しば まさよし かたやま ゆう わきさか ゆうすけ

Sevenstar STRAD せきぐち ひろき たかの よしひと ふじい やよい なかむら さおり

Shot Bar CROSS ROAD CROSS ROAD さかもと ゆうじ まつだ たくや やの ひろし あおき じゅんこ

Siesta チームU-22 やました なな きたむら りゅうた つちや ゆうむ えぐち やすは

Soul(s) Kyoto そーるす。 やまもと じゅん よしむら みちもり まつうら かずま もりべ みさと

Soul(s) Kyoto ノーダーツノーライフ ふじわら けいすけ なかにし せいじ まなべ あきお ほんだ じゅんこ

SURE SURE いわた ともひろ かわもと かずとし ふたむら しげのり ふたむら ゆうこ

ToN eighty TON80eighty たなか いってつ むかい ゆり なかの ゆうへい たけうち ゆうき

アットタイム⽔⼝店 LIBERTY 海賊団 いしい ひろゆき みぞこし たかとし うえはら ひろき さえき きよみ

アットタイム⽔⼝店 LIBERTY＠time⽔⼝ なかがわ しゅうじ ふじさき ひろみ せんだ みちのり うちぼり たつろう

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 Anges そめや たかふみ やまもと まりか いとう だいすけ あぶい あさこ

ジョイジョイ 津三重⼤前店 岡本組 さの みちあき かにた たかのり おかもと たかゆき ふじわら みほ

ジョイジョイ 津三重⼤前店 ぽてと組 ながい ひろき くらち なつみ いずみ たかひろ うしだ あいか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 magical Riko やまざき めぐみ まつしま りゅうた なかたに ひろき こばやし たかのり

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 Peyang くぼ せいいちろう とづか たくみ ひこさか れい まつなが ゆりえ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 G☆knight やまもと ゆうき いのうえ まゆみ にしむら じゅんぺい ただ かずまさ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 アルフ・バイマーズ ふくじゅ けいじ いなやま さとし せん ひでき とどろき ちえみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 岸本組 たなか ゆうま おむら ゆうな いとう りょう むらた みづき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 モンスターハンター あさだ よしき たい じゅんいち たむら じゅんいち おくだ えつこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ターボ橋本先輩の⼿下後⼀考様 かたぶち しんご ながやま ちえ うが まさあき いとう たつお

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼斎橋 ばぐうす ほかぞの しゅんすけ よしい あやこ 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⼼斎橋 GORDON なかむら まさる かんだ まこと しだ かずゆき いちむら なつき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼斎橋 ゼルドラド かわぐち しずひこ おおつか ようすけ すぎもと まさゆき うらやま あおい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼斎橋 やんにゃん♡ かどた しんや つちはし やすなり やすい たけのぶ やすい あい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⻄宮 ガーデン⻄宮 みやじ ひろき まつもと かずひで かとう だいすけ たかがき みき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 High&Low@ガーデン天理 やすおか まさひろ かまくら なつみ かわさき けいじ はやし たかあき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 あおうぃ〜ね☆ まつうら ゆたか ひしき さとし むらた あつし ささき あき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 GARDEN⽣駒 かわぞえ ゆうや くまみ あやこ しんや ゆうき たなか ともや

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent オクトパスイノセント はまだ たかし たかはし あきお いしみ のぶあき あさくら あきこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent ビクトリアイノセント ふじや しげゆき みずたに しんや よしかわ ゆういち あべ ようこ

つどい場楽縁 楽縁 まえだ ひろのり なか あつき はまだ なおき おかもと さき

ビリヤード & ダーツ セクションエイト セクションエイト そうがわ さとこ みさわ たかひろ まとば りょう いかわ かずき

ふぁみりぃばぁポラリス ぽらりす せど ひさみつ たまざくら ひろし なかがき たかし せど えりか

ふぁみりぃばぁポラリス Polaris うらなか しょうや いまむら ゆう にし あゆみ ささい たかひろ

ふぁみりぃばぁポラリス CREAM SODA うえもり なおや おわだ ひろし えびすい みうひこ えびすい ともみ

ブルートレイン@25CAFE ブルトレA むらた てるやす うえの ひろき くすもと たけし いわかわ ひとみ

ブルートレイン@25CAFE ブルトレB おがわ あきひと いいだ きょうへい つねづか たかし あかつか こはる

エントリー チーム名

クリケット 01


