
Player 1 Player 2 エントリー店舗

モモセ　ショウ ニシダ　キヨフミ 270°

モテギ　ヒサシ タカミサワ　タカヒロ 270°

オオタバラ　ユウジ アベ　コウダイ 270°

ヤマダ　ヨシタカ タケダ　ケイスケ 270°

ハガ　ケイタロウ ハズマ　ジェファーソン 270°

ハヤシ　ヨシノリ ナカムラ　チアキ 360°

ハナミ　リュウタ ヨシダ　マサノリ 360°

ナカジマ　アユミ タチバナ　カオリ 360°

イシハラ　ユカリ オオサキ　ヒデアキ 360°

カワイ　タクヤ イリタニ　ユウジ 360°

オオノ　リョウ カワムラ　ヒデノリ 50's

ヨシカワ　ユウキ ヨシカワ　カナ 50's

トダ　タカヒロ シオツキ　マサル 50's

オクノ　ジュンタ ヒラヤマ　サエ Alvis

イシヅカ　マサシ サカタ　ユキエ AQUARIUS

フクシマ　カズヒト ゴショ　イクミ AQUARIUS

ナツイ　リナ ツキハラ　タクヤ AQUARIUS

イワタニ　ユウト クリハラ　チアキ AQUARIUS

オオツカ　ジュンヤ コンノ　ナツミ Bar Ciel

カザマ　アツシ コウノ　ショウコ Bar Ciel

トヅカ　リョウタ モチヅキ　アサミ Bar Ciel

ササキ　タケミツ ササキ　ユイコ Bar Ciel

ミズノ　ノゾミ ワカバヤシ　リョウマ Bar Ciel

マツヤマ　タイ シノザキ　ノリオ Bar Ciel

キムラ　ヨウイチ オオタ　マサタカ Bar Ciel

コバヤシ　アキラ シラハタ　ススム Bar Ciel

エチゼン　オサム アキモト　ヒトシ Bar Ciel

オオシロ　ケイスケ オオツカ　アキフミ Bar Lammin

シミズ　マサユキ ドイ　カツヒコ Bar Lammin

オガタ　ショウ オオヤマ　ヒロカズ Bar Lammin

シマダ　ヤスユキ イセキ　モモカ Bar Lammin

カツキ　カズヤ サノ　アサミ Blue Black

コハマ　ダイスケ イトウ　ヒサエ Bobby's Cafe

オオハラ　タケヒト イシダ　マリア Bully's 池袋店

ムラカミ　ヒロユキ ニイモト　タスク Bully's 池袋店

ヤマナカ　トモミツ イイジマ　ノリオ Bully's 池袋店



タダマサ　キヨシ タダマサ　リヨコ Bully's 池袋店

シマザキ　アツシ オバナ　タカアキ Bully's 池袋店

コジマ　ヒデユキ コン　ヨシヒロ Bully's 池袋店

コジマ　リンタロウ マツバラ　ヒロキ Bully's 池袋店

コミヤ　ヤスヒロ コジマ　ミユキ Bully's 池袋店

ミウラ　ツヨシ マツザキ　ヒロユキ Cafe&bar WhiteHorse

タカハシ　ユウヤ ヤドコロ　ノゾミ Club House 夢幻

カトウ　タロウタケツナ カトウ　ジロウシゲツナ D&dining bar 10Q

スダ　ショウ ナミキ　タカシ DaRGON.GB

カトウ　ショウタ カワシマ　ケイゴ Darts Cafe AQUA

トウマ　ケンジ マツノ　ヨシキ Darts Cafe AQUA

イシヤマ　ヒデアツ クドウ　オサム Darts Shop GLITTER

ナカムラ　リュウスケ ニシモト　リョウタ DARTS SHOP LOZA

マツナガ　ユウスケ ウエムラ　エリ Darts&Bar MIX

イクタ　ヤスノブ アオキ　ホクト Darts&Bar MIX

ムトウ　ヨシノスケ ナカモト　ナオキ Darts&Bar MIX

イワブチ　ショウ マツザワ　シュウジ delta OMIYA in Hive

トブセ　ダイスケ クロサカ　セイラ delta OMIYA in Hive

オザワ　コウダイ クサムラ　タツノリ delta OMIYA in Hive

ナカバヤシ　ヨウジ クリバラ　リョウ delta OMIYA in Hive

アライ　リョウイチ イイダ　タクマ delta OMIYA in Hive

アサミ　タイサク モトハシ　ナオ Dining Cafe SHURIO

シノミヤ　タクマ ナカムラ　ショウヘイ DiningDartsBar Jolly

オオイケ　ユウマ イチジョウ　ハヤテ DiningDartsBar Jolly

イシダ　カズヒロ スエオカ　イチロウ evu

イトウ　アキヒロ ハシモト　ユキコ evu

ツチヤ　アキラ シモノ　タダシ evu

ヤマシタ　アツシ ヒラノ　アユミ eye's 溝ノ口

ヨダ　ミチコ ウチノ　アキコ eye's 溝ノ口

スガワラ　ユウ タケウチ　ヒロキ Funtazist@

イネ　ジュンタ コマガタ　ユウイチロウ Funtazist@

キムラ　リュウタ コスガ　リュウタロウ Funtazist@

ツチヤ　ナオト タカハシ　ナオト Funtazist@

マツモト　アラシ ヤマギシ　エミ Funtazist@

サクライ　リョウタロウ ナガタ　カナコ FUN久我山

シミズ　ヨシノリ ハヤシ　ヨシミツ FUN笹塚店

ヨシナリ　トシマサ コイズミ　アキラ FUN中河原



ムロタ　マコト ヒグチ　シンヤ FUN中河原

タカバタケ　トシキ スズキ　ミヒロ FUN中河原

エンドウ　ヒロヒサ アイヅ　モモコ FUN中河原

ヒロタ　ユウト マツシタ　ダイサク FUN中河原

シバタ　シュウスケ ヤマウチ　ユウキ FUN中河原

メグロ　サトル ヤハタ　コウジ FUN中河原

ササキ　タツオミ オオタ　アヤナ FUN中河原

ヤマザキ　リョウ サクマ　マリコ FUN中河原

サワヤナギ　ミツヒコ サカタ　ミホ FUN中河原

スドウ　ジュンペイ テツオ　ユウヤ HAT TRICK

ハセガワ　ホクト カトウ　アサミ Hide Out 赤羽店

ジンボウ　ナオシ シゲタニ　カンナ Hide Out 赤羽店

タケゾエ　トモキ サイトウ　ハジメ i Darts TOKYO

アサイ　マサノリ オイケ　レイコ Jammy

キクチ　マサヒロ ヒガシ　カズノリ Jammy

ナカヤマ　リク ナカヤマ　リョウ LINK 所沢

コバヤシ　ショウタ シミズ　ユウタ NATURAL NINE 横浜

カラサキ　タクヤ アオキ　ユウ NATURAL NINE 横浜

ヨシノ　アユム サイトウ　アツミ NATURAL NINE池袋

ヤマシタ　カナメ シミズ　キザシ noiz

サクダ　ヨスケ マシバラ　イズミ NORTH.T DARTS

ヨシイ　マサヒロ イノウエ　ミホ NORTH.T DARTS

ハセガワ　ヨウイチ ゴトウ　ユキ ON LIMITS

コバヤシ　ヒロユキ トヨダ　タカシ ON LIMITS

キタノ　タカユキ シンザ　サヤカ ON LIMITS

イナガキ　リサ スナカワ　トモヒサ ON LIMITS

タナカ　ユウジ サンダ　ケイスケ ON LIMITS

マツイ　サトル タナカ　セイラ PLAT

イチカワ　マサシ ヒラヤマ　リョウ PLAT

ミズノ　トシヒト キシダ　カズマ PLAT

ナイトウ　ノリオ タケダ　イツミ PLAT

ヂゲ　トモヤ ハヤノ　アスカ Player's Cafe STYLE

ハヤノ　ユウヤ タザワ　ヒデキ Player's Cafe STYLE

オオダテ　ユウスケ タザワ　サトシ Player's Cafe STYLE

オオワク　アキヒコ エノクマ　シュウイチ Player's Cafe STYLE

サカイ　シンペイ ミヤタ　カズノリ Player's Cafe STYLE

トムラ　アヤノ ヤマシロ　ハジメ Player's Cafe STYLE



コヤノ　カズキ シマヅ　ナオヤ Player's Cafe STYLE

フジサキ　リュウノスケ シノダ　タクヤ Player's Cafe STYLE

キノシタ　マサキ カネコ　ユキナ PROOF UP

ハンダ　ユウダイ フクチ　アキラ Raku Darts

ヤギシタ　クレハ サカイリ　ジュリア Raku Darts

トリヤマ　ヒロト ムラタ　モモカ Raku Darts

ヤマシタ　リョウスケ サメジマ　ナツキ RALLY相模大野店

カトウ　ユウキ カワイ　サキ RALLY相模大野店

ヒロセ　ハルカ クロサキ　ユウキ RALLY相模大野店

ワタベ　マオ サトウ　マナミ RALLY淵野辺店

チバ　トモキ サトウ　コウエイ RALLY淵野辺店

ショウジ　ユウキ シマサキ　ユウスケ RALLY淵野辺店

ノウジョウ　サキ カマダ　シホ RALLY淵野辺店

ムロフシ　コウタロウ アキヤマ　マユ Shoot

カタノ　ヨシオミ シミズ　リオ SHOT BAR BARATIE

セノキ　ケンイチ オギワラ　ミカ SHOT BAR BARATIE

オオクボ　カツヤ カトウ　マサヨシ SHOT BAR BARATIE

シマザキ　ケン モテギ　シンゴ SHOT BAR BARATIE

シノザキ　タツミ カキウチ　ヨウスケ SHOT BAR BARATIE

カクタ　ミノル ケンモチ　エイジ Sole Reef

カミヨシ　リョウタ イシヅカ　トモヤ SPiN 土浦店

アベ　ショウゴ コマツザキ　ミツヨシ SPiN 土浦店

イケノベ　タクミ クリヤマ　リサ SPiN 土浦店

ワタナべ　ケンイチ ヨツグリ　ユキ SPORTS BAR GATE

ワタナベ　ヨシヒロ スズキ　ジュンヤ SPORTS BAR GATE

ヒラキ　ミサ カネサカ　タカシ SPORTS BAR GATE

コバヤシ　リョウ スズキ　ヒロシ Sports Bar Shamrock

ヤマグチ　ヒデキ ノナカ　ツヨシ SUNS

フジオカ　タカシ モリヤ　ヨシヒコ SUNS

マエダ　ケンタ イイヅカ　ダン　マサミ SUNS

ヤマシタ　ジュン サイトウ　シンイチ SUNS

マツダ　ユウサク オオヌマ　コウキ SUNS

スズキ　サツキ イハ　シンヤ TRUE BLUE

フカサワ　カンジ キンジョウ　カズキ TRUE BLUE

ナカムラ　カズマサ タカノ　テッペイ TRUE BLUE

マツシマ　ケイタ ミワ　コウタロウ TRUE BLUE

オカヤマ　カズシ オカヤマ　ミホ UP赤羽



モリサコ　コウキ オオムラ　ユリ UP赤羽

オオカワラ　ヒデ シンドウ　タクヤ UP赤羽

フナコシ　タクミ ヤマモト　タカヒロ UP赤羽

ナカタ　ジュン チバ　ミサキ UP赤羽

ミヤザキ　ヨシヒロ ホズミ　ヤヨイ UP秋葉原

キッタカ　ユウタ シバサキ　サトル UP秋葉原

モリ　ダイスケ ヒラサワ　リョウタ UP秋葉原

ゴトウ　ケンタ スズキ　トモノリ UP秋葉原

テヅカ　ヒロキ テラヤ　ヒロユキ UP綾瀬

ヒグチ　タイゾウ タカハシ　シゲル UP綾瀬

ハシモト　ジュン ナカムラ　コウタ UP綾瀬

ナガセ　タカシ マツダ　アイカ UP綾瀬

オノハラ　コウスケ ホリコミ　テルマサ UP綾瀬

シバヌマ　ケント サカイ　ユウヤ UP綾瀬

スズキ　タカアキ イイノ　ヒナコ UP綾瀬

スズキ　ソウ フジナミ　ユウマ UP飯田橋

ササキ　ユウイチ フクダ　テツヤ UP飯田橋

ツボタ　ユウキ テラカワ　アキホ UP飯田橋

オオサワ　ミク タナカ　チヒロ UP飯田橋

オガワ　ヒロム オオタキ　ユウジ UP飯田橋

ヨシダ　マコト ヨシダ　ノボル UP池袋西口店

ハマダ　カンタ イケガミ　タイセイ UP池袋東口

コイズミ　シュン ナカジマ　ケイタ UP池袋東口

スナハラ　レオ アワダ　キシン UP池袋東口

マエダ　リョウマ オカムラ　マサミ UP池袋東口

ナカソネ　ミノル カタオカ　ハルナ UP市ヶ谷

テラカワ　アツシ ササキ　コウタ UP上野

タカモリ　ケイタ コバヤシ　ユカ UP上野

クリハラ　カズシゲ フカガワ　ユウト UP上野

アラシバ　タクミ オグマ　ハツネ UP上野

アライ　ケンタ ヨシオカ　ユキマサ UP恵比寿

サコグチ　リョウ クリハラ　ツカサ UP恵比寿

アベ　マサユキ ハマモト　ショウタ UP恵比寿

イケマツ　クニミチ オオトモ　ユウマ UP恵比寿

スガハラ　ダイスケ　 カミマエ　ミユキ UP北千住

クドウ　シュウタ ムライ　シズク UP北千住

サカイ　ヨウスケ サトウ　フミカ UP北千住



ヨシノ　タカヒロ イイノ　ミナト UP北千住

オリハラ　ユウイチ ワカマツ　ダイゴウ UP北千住

ナカジマ　ユウダイ ナカムラ　アヤノ UP錦糸町

ホソヤ　ケンタロウ ホンダ　キョウコ UP錦糸町

キタワキ　リュウジ マルヤマ　タカキ UP小岩

トミタ　ナオト マツオカ　マサノリ UP小岩

ムラオ　タカシ タナカ　シンタロウ UP小岩

コクボ　タケシ ハシグチ　リサ UP五反田

ハヤシ　カズキ トキタ　ハルカ UP五反田

サイトウ　カズト アズマ　タクヤ UP五反田

スガヌマ　ツカサ タカハシ　リサ UP新宿三丁目

ナカムラ　タクム スズキ　ミズキ UP新宿三丁目

オオノ　サチコ ヒラノ　トシヒサ UP新宿三丁目

イシノダ　ヒサシ サトウ　エイナ UP新宿靖国通り

ホカリ　ミチト ホカリ　マサト UP新宿靖国通り

アキバ　コウキ ホリエ　コウタ UP新宿靖国通り

ダイドウジ　キヨシ サカモト　ヨウ UP新宿靖国通り

タナカ　ケンジ オチ　リョウガ UP新宿靖国通り

ミヤマ　サトシ モリタ　ユウスケ UP新橋

フカザワ　リョウタ ヤマダ　リョウヘイ UP新橋

タカハシ　リョウヤ フジイ　エリサ UP新橋

ムラヤマ　キミヒロ マエダ　ヨシヤ UP新橋

ナガイ　ホクト コバヤシ　リカ UP竹ノ塚

イワカタ　ナヲナリ ヨシタケ　シュンジ UP竹ノ塚

タザワ　モトキ シノキ　マリナ UP竹ノ塚

ハヤマ　ジビン クロサワ　メグミ UP東京八重洲

カネコ　タクミ クラモチ　セイヤ UP東京八重洲

ヤマザキ　ユウジ コサカベ　ユイ UP東京八重洲

ツキオカ　タクミ ヤノ　カズヨシ UP東京八重洲

オダワラ　シュウ ヒウラ　ケンタロウ UP中野

ヨネミツ　シンヤ モトハシ　キョウヘイ UP西新宿

ノザキ　スグル イシカワ　タカヤ UP西新宿

カクバリ　コウヘイ カワカミ　ダイスケ UP西新宿

サイトウ　アキノブ コバヤシ　アスカ UP西新宿

イトウ　ヨシヤス タナカ　イツキ UP西新宿

カマダ　ナツミ ウシロダ　ヒロアキ UP西新宿

スギモト　リクオ ハラ　エリカ UP練馬



ミヤザキ　キエ ヨシダ　ユタカ UP練馬

ヤマモト　タツヤ マツザキ　リュウジ UP練馬

オオタ　シュン オカダ　ユウタ UP練馬

ヤマダ　ケンジ オオタ　ヒナミ UP練馬

サイトウ　ダイキ イシダ　ショウゴ UP練馬

オオシマ　ヤスヒロ カトウ　ダイチ UP練馬

ノグチ　ナオヤ ナカイ　ヒロカズ UP練馬

ハラグチ　シュンイチ オオクボ　チナツ UP練馬

ツカモト　カズヤ ツカモト　マキ UP練馬

クワエ　アオカ タナカ　ユキ UP練馬

キクチ　ケンタ オハラ　リョウ UP練馬

アオタケ　カズホ イオタ　ケイスケ UP練馬

イナミ　ケイスケ タカハシ　マリ UP練馬

ウエタニ　ショウタロウ タカトウ　レイ UP練馬

サクライ　リナ ナカネ　ゴンタ VISITOR

コイケ　ノリマサ スドウ　スグル VISITOR

スギタニ　チヒロ ミナガワ　リュウイチ VISITOR

マツヤ　イチロウ オガワラ　ユウスケ VISITOR

ホシ　ユウヤ ハマハラ　ヒロユキ WESTERN DREAM

イケダ　ショウマ ウサガワ　ユウ WESTERN DREAM

ウチボリ　ケイスケ ヤマモト　チサト WESTERN DREAM

ナトリ　マサユキ ミズカイ　リサ WESTERN DREAM

カワイ　コウジ ハンダ　ミノリ Wild Heart

オグチ　ミスズ ハセベ　ミカ Wild Heart

シブヤ　リョウタ モトヨシ　トシアキ Wild Heart

イケダ　ユウ テヅカ　マサキ zac ca

スギイ　タケノリ オダクラ　カズキ zac ca

ハラダ　カズオ シミズ　ダイスケ ZICCA

サトウ　ノブヤ アベ　タカシ アイカフェ蓮田店

ナカムラ　カズフミ スズキ　ヒデオ 大塚 CAFE ANANA

マツイ　ミドリ カワモト　テツヤ 大塚 CAFE ANANA

カワハラ　タツヤ カタヤマ　シゲル 大塚 CAFE ANANA

ホソ　タイスケ タケダ　ヨウスケ 神楽

サトウ　ケンタ サカナ　タカノリ 神楽

マエカワ　シオリ カネミル　マリカ 神楽

ヨネダ　ヨシヒト ヨネダ　ユミ 神楽

サトウ　タカノリ サトウ　トモミ 神楽



ヤマグチ　タカシ カネミル　レイカ 神楽

アサミ　マコト アサミ　カズミ カフェ　blue moon 37

カネコ　タツヤ カネコ　ジュンコ カフェ　blue moon 37

カワムカイ　ケイイチ カゲウラ　ショウヘイ カフェ　blue moon 37

マルヤマ　ケンイチ シノダ　ケン カフェレストラン　たまーる

スガイ　ミクト タナカ　セイヤ カフェレストラン　たまーる

ウラベ　シンゴ タカハシ　シンイチロウ カフェレストラン　たまーる

コンノ　リチ イウラ　ナナコ カフェレストラン　たまーる

ミソノ　コウジ サカタ　ヨシカズ カフェレストラン　たまーる

コガ　ヤスタカ ヨシダ　チナツ 酒処　ヒゲ坊主

エリック　リカプラザ チョイ　エノーヴァ 酒処　ヒゲ坊主

ミヤザキ　シンヤ ミヤザキ　アキコ 酒処　ヒゲ坊主

タナカ　ユナ ウスダ　アキラ 酒処　ヒゲ坊主

ミヤサカ　シンイチロウ ホソイ　タケシ 酒処　ヒゲ坊主

ノセ　タカユキ キクチ　トシユキ 酒処　ヒゲ坊主

ウエヤマ　ユウキ オオモリ　マユ 酒処　ヒゲ坊主

カイダ　リキ ハンダ　アヤカ サンパーク中央口店

キクチ　フミアキ イトウ　ミズキ シーブル

イシダ　コウヘイ ヒラミネ　リンタロウ シーブル

ヤマカワ　ハヤト タザワ　マサシ シーブル

イイムラ　チヒロ ウチダ　ススム シーブル

ウダ　テツヤ ツツミ　ケンイチ シーブル

オクムラ　ナオヤ ヒラサカ　メグミ シーブル

ヨシダ　ジゲル マルヤマ　テツハル シングルダーツクラブ

ヤストミ　シュンスケ ミウラ　タミコ シングルダーツクラブ

カキザキ　ヒカル カトウ　ハナエ 巣鴨DEARS

ハシヅメ　ヒデカズ サカキバラ　ヤスマサ ダーツカフェ　ピープス

ヘリグ　アナベル ガルシア　ビアンカ ダーツカフェ　ピープス

ヘリグ　ニコル ヘリグ　チャールズ ダーツカフェ　ピープス

ナガオ　ミツヒロ ホソノ　マコト ダーツカフェデルタ浅草橋

オダカ　カズキ ワクイ　カズヤ ダーツカフェデルタ浅草橋

マジマ　タツヤ シバタ　アミ ダーツカフェデルタ新小岩店

ワダ　ヒデキ マツダ　タクヤ ダーツカフェデルタ新小岩店

イケダ　アキラ ヒラタ　ジュンヤ ダーツカフェデルタ船橋店

ヨシダ　ユウキ アサクラ　ヒロム ダーツカフェデルタ目黒

イワヤ　タカヤ ウチノ　ミウ ダーツカフェデルタ目黒

カツマタ　リョウ マツモト　タクマ ダーツカフェデルタ目黒



カワナ　ヒデユキ タグチ　ヨシヒロ ダーツカフェデルタ目黒

ワタナベ　タツキ トリヤベ　ミユ ダーツカフェデルタ目黒

ヨシカワ　シノブ サナギ　ユウスケ ダーツカフェデルタ目黒

ハヤシ　カズヒロ オオイシ　ミサ ダーツカフェデルタ目黒

ナカガワ　トモノリ ナガオ　タイヨウ ダーツショップ　RE+LUX

シマダ　ユウイチロウ オビカワ　トモヤ ダーツハイブ秋葉原店

イイダ　ケンジ クボ　ソウシ ダーツハイブ秋葉原店

エンドウ　ケンスケ チクダ　ユウヤ ダーツハイブ池袋西口店

ヨシカワ　フミアキ フジノキ　タカシ ダーツハイブ池袋西口店

ワタナベ　カズキ トオダ　ナオジ ダーツハイブ川崎店

シチザワ　カズヒデ タカハシ　ナオヤ ダーツハイブ川崎店

カネコ　ナオキ アライ　アイ ダーツハイブ川崎店

カンダ　ヒロシ リン　ウヨウ ダーツハイブ川崎店

シマヅ　タカヒサ ミカミ　ヨシヒロ ダーツハイブ渋谷店

スズキ　ユリナ ヤナギサワ　サオ ダーツハイブ新宿東口店

タケダ　シンイチ コダカ　ケンジ ダーツハイブ新宿東口店

キムラ　ショウヘイ イチノセ　チホ ダーツハイブ新宿東口店

ヤナギムラ　ユウジ スズキ　シホ ダーツハイブ新宿東口店

エグチ　ショウオン コバヤシ　マサムネ ダーツハイブ新宿東口店

ナカオ　リュウノスケ サトウ　マサヒト ダーツハイブ新宿東口店

イネナガ　ムサシ スギモト　スバル ダーツハイブ新宿東口店

ウチイ　マサナオ ジョナリン　サナド ダイナマイツ

イシワタ　ナオキ シオミ　カズキ ダイナマイツ

ミハシ　ユウスケ マエカワ　カイト ダイナマイツ

フジワラ　ヒサノリ エンドウ　ナオキ タイムスペース松戸

オノ　ヒロト ナカヤマ　カオリ タイムスペース松戸

カネマル　ヨウヘイ スズキ　アツオ タイムスペース松戸

ナカムラ　タツヤ ハシモト　サキノ トリガー大久保店

ナカタ　ユウ ムラカミ　マイ 飲兵衛GLOBE

オオハシ　シュンペイ トクダ　コウヘイ 飲兵衛GLOBE

ミヤザキ　ナオト サイダ　タイキ 飲兵衛GLOBE

アイハラ　ヒロシ サカモト　マサユキ パラダイス大岡山

タカハシ　ショウタ ウエマツ　アヤカ バレルカフェ　Aims

トリタニ　ヤスノリ コンドウ　ヨシアキ バレルカフェ　Aims

タカハシ　ヒトシ タカハシ　トモコ バンガラング

フクハラ　アンナ ジャンブラット　メブルート バンガラング

ヨシダ　ゴウ オカノ　マサユキ バンガラング



イワオカ　ジョウ ワタナベ　アキラ バンガラング

イワオカ　シホ ヨシザワ　アキ バンガラング

カワウチ　サトシ サエグサ　アキラ バンガラング守谷店

フジサワ　アカネ ヤマダ　モエコ 姫ダーツ

タナカ　リョウ ワクイ　ダイスケ 姫ダーツ

チノ　ユキ ナモト　マミ 姫ダーツ

スズキ　ユウスケ アダチ　ハヅキ ビリヤード　スミヨシ

オオツカ　ユウキ トネガワ　ジョウジ ビリヤードARAI世田谷店

コバヤシ　ミツル イトウ　タカオ ビリヤードパイン

イヌイ　タカヒロ アルムハメトヴァ　メルエルト ビリヤードパイン

アサクラ　ケンイチ ミヤヒラ　ヨウエイ ビリヤードパイン

ヒガ　ケンタ コバヤシ　リョウタ ビリヤードパイン

ヤマグチ　コウヘイ オカモト　ヒロキ ビリヤードパイン

サイトウ　トシヤ スズキ　ハルカ べろ～家東十条

マスブチ　タロウ ムロヤマ　キヨノリ べろ～家東十条

ニイノ　ヒデユキ トガシ　クニノリ ゆう遊空間　橋本店

イトウ　ヨウイチ ホッタ　マサヒロ ゆう遊空間　橋本店

セキノ　ミチヤス クボタ　リエ ゆう遊空間　橋本店

マツモト　カズヤ コマバ　ヒロム ゆう遊空間　橋本店


