
P1 P2 エントリー店舗

ナカコガワ　サトシ ツジ　ケイコ affect-屋

スガワラ　アキラ ニシジマ　ミツル affect-屋

ユアサ　カツノリ サトウ　ケン UP練馬

ツカモト　カズヤ ハラグチ　シュンイチ UP練馬

ウダガワ　ツヨシ ナガハマ　ハヅキ UP練馬

スズキ　タダイエ ミヤザキ　キエ UP練馬

スガイ　シュンヤ オオクボ　チナツ UP練馬

サカモト　ヨウ アオタケ　カズホ UP練馬

サイトウ　ダイキ タカオ　フミヤ UP練馬

カトウ　カズヨシ ソウカワ　ユウカ UP練馬

イナミ　ケイスケ タカハシ　マリ UP練馬

ナカイ　ヒロカズ ハラ　エリカ UP練馬

ナカタ　カズヨリ シイナ　ジュン UP練馬

キン　リュウ ツキオカ　タクミ UP東京八重洲

タカオ　ジョウジ カスヤ　タカシ UP東京八重洲

クロサワ　メグミ ハヤマ　ジビン UP東京八重洲

ヨコヒラ　ケンイチ タカバヤシ　トシアキ Jammy

キクチ　マサヒロ ヒガシ　カズノリ Jammy

アサカ　ユウキ ワカバヤシ　ユタカ 飲み矢FreeStyle

ホシ　カツミ ヤマサワ　ユウト 飲み矢FreeStyle

アイザワ　ユウジ マキノ　マサアキ 飲み矢FreeStyle

ミツイ　カズヤ シバタ　シュンスケ BRATZ

ゴミ　トモヒロ ゴミ　ミユキ BRATZ

エンドウ　ユウ モンゼン　カナコ BRATZ

ササキ　マサノリ ミワ　コウタロウ TRUE BLUE

タニソコ　ツカサ スズキ　サツキ TRUE BLUE

タカノ　テッペイ コムレ　レイナ TRUE BLUE

ナカムラ　カズマサ キンジョウ　カズキ TRUE BLUE

トウメイ　タカヒロ タカハシ　ヒロキ TRUE BLUE

オザワ　カツノリ マツモト　カズマサ zac ca

アダチ　ジュンジ テルイ　コウイチ TRUE BLUE

タチバナ　タカヒロ ミウラ　マユカ BAT BAR

ミヤモト　セイヤ タナカ　アキラ BAT BAR

ミヤモト　ノリミツ ヤナギサワ　ヨシアキ BAT BAR

ニシヤマ　ジョウジ キタガワ　オサム BAT BAR
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サトウ　アサミ ウリウ　ヒロノリ BAT BAR

シムラ　ユウタ ヤマダ　ユウヤ BAT BAR

オカムラ　トシフミ サイトウ　トシキ BAT BAR

シンザワ　カツヒロ サイトウ　ミユキ BAT BAR

シバタ　ケイスケ ウメザワ　ユウスケ Darts Bar ALBA

キタムラ　ヤスヒサ イシカワ　リョウ Darts Bar ALBA

イケガミ　ユウスケ ヒグチ　シンヤ FUN中河原

フルカワ　ショウタ タカバタケ　トシキ FUN中河原

コイズミ　アキラ カサマツ　タカキ FUN中河原

マツシタ　ダイサク ヒロタ　ユウト FUN中河原

ハタザワ　ケンタ チバ　タクミ FUN中河原

オダワラ　シュウ ヒビノ　マサル 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

ヒウラ　ケンタロウ ナカネ　タロウ UP新宿靖国通り

イオカ　ダイスケ ホシノ　ヨシモリ GARUDA

イワサキ　ショウタ ワダ　カズノリ ダーツカフェ　イワオ

サトウ　タカヒロ ホリ　タイスケ 神楽

アイダ　リュウキ ヤリミズ　ユウタ UP練馬

オオタニ　フミタカ ヒロセ　ユイ UP新宿三丁目

タダ　ユウスケ ホシザワ　リエ UP新宿三丁目

サトウ　エイナ イシノダ　ヒサシ UP新宿靖国通り

カキハナ　リヒト カワダ　カズシ UP新宿三丁目

オサカベ　タクミ タカノ　アズサ Tripel Crown 湘南

ナカセコ　ミチノブ タナカ　カズヤ zac ca

ベッポ　タカヒロ ナモト　マミ 姫ダーツ

ヤコウ　ツヨシ ウチノ　ショウコ Jammy

マエカワ　シオリ カネマル　マリカ 神楽

ワタナベ　ユウキ ウエダ　ショウタ UP東京八重洲

ドウウエ　カズナ オオタ　ヒナミ UP東京八重洲

オオノ　サチコ ハチヤ　アヤノ UP西新宿

ヨネミツ　シンヤ モトハシ　キョウヘイ UP新宿靖国通り

イシイ　ユウキ シマムラ　シゲル BRATZ

エンドウ　ヒロヒサ アイヅ　モモコ FUN中河原

オガサワラ　ユウタ オキタ　イッセイ UP練馬

ハヤセ　ユウジ アダチ　ハヅキ ビリヤード　スミヨシ

イトウ　ヨシヤス コバヤシ　アスカ UP西新宿

シマ　リュウイチ ヤハタ　ユウスケ UP西新宿



サカイ　ユウヤ ヒラシマ　アイコ UP西新宿

クリハラ　ツカサ イナミネ　モリタカ UP西新宿

モリタ　ユウスケ ミヤマ　サトシ UP新橋

フナミズ　トモヒサ ナガサワ　カズアキ ダーツショップNATURAL NINE 池袋

マツザキ　ヒロユキ ミウラ　ツヨシ Cafe&bar WhiteHorse

オオサワ　タケシ　 エサキ　ナオヤ Darts Bar ALBA

ナガイ　ホクト ヨシタケ　シュンジ UP竹ノ塚

イワカタ　ナオナリ コバヤシ　リカ UP竹ノ塚

スズキ　ナイキ サクライ　ダイキ UP竹ノ塚

イシムラ　タクヤ ヨシムラ　ケンタ UP新橋

イナバ　ヨシタカ ソウザキ　アキヒロ BRATZ

イガラシ　タケル ウベ　コウジ UP東京八重洲

ヨシダ　リョウタ ニシヤマ　ツヨシ Darts Bar T's

コガ　マユミ スズキ　タカユキ Darts Bar T's

タカハシ　トモヤ タカハシ　メグミ UP市ヶ谷

アラキ　シンイチ スズキ　ユウスケ ビリヤード　スミヨシ

サカグチ　ショウタロウ サカグチ　マモル イーグルA青葉台

イセガワ　ヤスオ ナガモト　イズミ イーグルA青葉台

ツチヤ　マサヒロ イケダ　トモヒロ イーグルA青葉台

ヤマザキ　リュウ ヤマウチ　ユウキ FUN中河原

スエヨシ　アキト キクチ　フミアキ FUN中河原

モギ　テルマサ オオサワ　ミク UP飯田橋

フクダ　テツヤ フジナミ　ユウマ UP飯田橋

ツボタ　ユウキ テラカワ　アキホ UP飯田橋

オガワ　ヒロム ササキ　コウイチ UP飯田橋

キモト　コウヘイ ヒラヌマ　ダイスケ UP錦糸町

ナカジマ　ユウダイ ナカムラ　アヤノ UP錦糸町

シダ　マミ　 シダ　トモキ ダーツショップ　RE+LUX

キヨタ　ケント ヤナイ　マサヒロ イーグルA青葉台

コジマ　ケンイチ アサノ　ケイスケ K's　AINA

カンダ　ヒロシ ソン　ウヨウ ダーツハイブ川崎店

タカハシ　リョウスケ　 ヤマギシ　サヤカ ダーツカフェデルタ吉祥寺

ヤマギシ　ヨシノリ ナカジマ　タカヒロ ダーツカフェデルタ吉祥寺

サカイ　カズアキ タグチ　ヒロキ ダーツカフェデルタ吉祥寺

タダノ　エミ カメタニ　アユミ ダーツカフェデルタ吉祥寺

ノザキ　スグル イシカワ　タカヤ UP西新宿

ミウラ　シホ アイカワ　マサキ UP新橋



イシカワ　ショウヤ アサノ　マコト グリーンカフェ

オオトモ　ユウスケ オゼキ　ヒロカズ グリーンカフェ

タチワダ　シュウゴ イイヤマ　ケンイチ グリーンカフェ

ホンダ　マサル チノ　アキコ グリーンカフェ

サオトメ　マリ ヨシカワ　リエ グリーンカフェ

フジタ　ヤスヒデ ナカガワ　トモノリ ダーツショップ　RE+LUX

イチムラ　トモユキ オガワ　アンナ ダーツハイブ渋谷店

コミネ　カツヤ シバタ　ハヅキ Darts Bar ALBA

カワイ　アキコ アラモリ　タイチ フレーシェ

スエナガ　ハヤタ スズキ　ケンゴ ビリヤード　スミヨシ

イガラシ　ツトム クロカワ　リョウガ Darts Shop GLITTER

タジマ　シホ シゲモト　タカヒデ delta OMIYA in Hive

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


