
店舗 チーム名 プレイヤー１ プレイヤー２ プレイヤー３ プレイヤー４

18 Premier bar PB ふくだ みのる さわべ けん まえだ じゅん あかおか きょうすけ

２☆５ に～ご むかえ たかひろ やすつね たかひろ まつだ たかふみ おりたつ あきひさ

２☆５ CROW のだ あきひろ おおもり えみ ひらの やすひろ みやち しょうた

5's BAR 5's BAR チームA つつみだ こうや なかむら りょう しまもと かずき いまで ゆういち

5's BAR 5's BAR チームB みなかた やすのぶ かわばた ゆきのり こばやし ひでのり いわがき しょうた

ABC（あぶそ） YMC瑛（わいえむしぃえい） せいけ みほ せんむ てきとう ゆうま じゃんく さとう えいじ

ABC（あぶそ） 河原町の昭和女 ぱんだ ふみこ たぬきだ ちはる まつりか ゆう むかいじま りえ

ABC（あぶそ） 金谷 ひとみ せいや ふじた けん あいば ゆうた かなたに あきひろ

Ace club Ace女子会 なかとも ひでまさ おうりょうじ たけし きむら みか やまぐち さち

Ace club Aceイサムーチョ みやた いさむ かゆかわ ともこ こいけ まこと すぎやま ともき

Ace club Ace club みやなが たかひろ さかい ゆうき おぐり まさと いしだ あきひろ

AMERICAN　50's アメリカン　フィフティーズ なかむら ゆたか もりかわ たかなり みやがわ ともき みかみ ひろし

AWALK AWALK① しもだ ひさお まつもと なおき ひらの しょうこ ひらぐち ゆうや

AWALK AWALK② くぼ ひろかず かつま ひであき あきやま ひろあき もりやま ゆうあ

Az'BAR A’z　Ⅰ いもと さとし きたもと ひろし あずま やすたか どい やすひろ

Az'BAR A’z　Ⅱ てらうち しんすけ かばさわ ひなの ひらの けいすけ しが ゆきな

Az'BAR A’z　Ⅲ あおやま あつき いのうえ せいや きたむら まさる しばさき ゆうた

Az'BAR アルカナイカ たしろ まこと あきやん しまお くろさき ゆうか

Bar glad Bar glad Ⅰ たかまつ だいち こばやし せいた たけうち かずき おおき りょう

Bar glad Bar glad Ⅱ ふくやま きょうへい いの れいや わたなべ なお うらつじ りか

BAR HAPPY BIRTHDAY ハッピーバースディ よしかわ ともひさ きたにし つよし なかつかさ あきら もりた みづき

Bar KAIKAI キャットフィッシュ さの きみひこ とみおか みのる ほりお あかり とみおか ひろこ

Bar KAIKAI グレート西牟田 にしむら ゆうへい たかはし りな いのうえ あつし かとう みゆき

BAR Lip Lip えんどう まこと やまもと しょうた いざき だいすけ ふじもと こうへい

bar metro metro（めとろ） きむら だいき あけた としひこ たにやま しんご たうえ まさる

bar metro コムギ むかい みき やすもと つよし やすだ いっぺい せき まさのり

Batty An Bench. ギャンギャンギャン たにぐち あずさ あだち いっぺい かしわい てっぺい かとう ゆか

Batty An Bench. バトロ つぼうち こうすけ するが たくと ふじた じゅんいち おおはし たくま

Billiards&Darts Bar Break おれ とうやま きよし しぶたに りく つつい あつし おざさ ゆうじ

Billiards&Darts Bar Break すかいらぶ　はりけーん みぼろ つよし なかい たけお なかい かつひろ いとう ともこ

BLUE BECK BLUE BECK かわうち ゆきひさ しみず とよひこ ほんだ あきひろ むらお しんいち

BLUE BECK ４連単BOX はしもと ゆきこ はしもと ひとみ ゆたに はるひろ ゆたに つかさ

Boon 関西電気保安協会 でん たつき ふじはら はるか くさかべ あやみ いどもと てつや

Boon オールドBOON わたなべ くにひこ ほりうち りょうすけ みやもと なお つぼい としき

Boon マジ卍 かねもと けいじゅ ごとう まさと いわさき だいち ぬまた ゆうき

Boon おやじと愉快な仲間達 だんじょう あすと なかお よしなり わたなべ みさき たかの みか

Boon にしだのおごりで♡ さとみ こうすけ にしだ しげあき なかた ようすけ ますだ ふみや

CAFE & BAR Libre's 世界の藤田 ふじた けんた さとう あいこ あんづえ ひろみち かとう しんや

CAFE & BAR Libre's ordinary（オーディナリー） たかはし たつや おかもと かずき たかはた しずか もり しょうた

CAFE & BAR Libre's 自由 さとう こうじ にしで よしのぶ はせがわ ゆうだい やまさと ひろし

Cafe Bar Fine ぱれくせる かわもと しょうた ひらまつ たけろう ひらまつ みほ いまじょう まさひろ

Cafe　Cozy TRUST みさき たけお まえだ ゆうき こうざき よしひで ながみね あんな

Cafe　Cozy Cozy（こーじー） すずき えいさく みつや けいすけ いもせ あすか すがの ひろみ

Cafe&Bar L'arbre らるぶる やまもと じゅんや やまもと ゆきえ えびな ひろゆき さいだ せいこ

Cafe&Bar L'arbre らるぶる B あみじま ひろみち むらかみ かな いだ ゆうき ひがしだ しゅうへい

Cafe&Bar TOPGUN TEAM Glasses たに ゆうや ほかぞの しゅんすけ すずき かずてる きしもと かおり

Cafe&Bar TOPGUN チーム　ミニオンズ あさだ よしき きしもと よしふみ たかぎ りきと ふるの ゆうだい

Cafe+Bar Oops!! Oops!! おかばやし むねたか くしろ なおと うえの ひろあき たかぎ なつき

Cafe+Bar Oops!! てっけん あさくら みねこ ふたい かずま たきさわ すぐる しまがみ ひろあき

Canaria DARTS＆CAFE Canaria（かなりあ） むらた としのり おおしろ いっぺい かなしろ えんりっけ わたなべ あい

Charm Octagon(オクタゴン） かきぎ ひろあき ときおか だいき まるやま つよし いずみ りょうた

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

CROSSROAD BAR SAIL 阿倍野SAILERS やまだ こうたろう はやし すずか ふじもと かずゆき かないだ ともひろ

Cs BAR HONEY いちだ たくみ みかみ てるき たなべ なおき いまさか まさお

Cs BAR Cs BAR なかばやし めぐみ なかばやし かつや つぶね もとふみ よこえ まなみ

DANG NEXT DANG NEXT（だんねくすと） みずの ゆう てい ひろゆき たづみ りゅういち てらもと ひろとし

Dart Bar RAITO RAITO のうそう じょうじ かい ゆうや すずおき みか きたがわ もえみ

Darts & Bar Nova N-Ⅰ（エヌワン） やすだ ゆうと やすい あきら そめや こういちろう わたなべ ひろゆき

Darts & Bar Nova O-Ⅰ（オーワン） たかはし めい すぎおか あきら もりたに つかさ くぼた ゆうすけ

Darts & Bar Nova V-Ⅰ（ブイワン） ふなと ひろまさ さいしょ なるみ ささもと あつし おにつか よしむね

Darts & Bar Nova A-Ⅰ（エーワン） はやし まりあ はやし まさお よしだ やすひろ むとう かずや



Darts & Cafe E-plus てんせい もりやま たいへい おおはた たかし ほんだ りょう きのした せいすけ

Darts Bar 50/50 50/50 よしむら みか うえだ りょうじ やまなか あつひろ かつらやま ゆき

Darts Bar 50/50 極（きわみ） まつしま みちたか やまもと ひろゆき まるや りょう やまもと いくこ

Darts Bar 50/50 lovey（らびー） いしがみ けい たけうち よしえ まつもと たくや まつい さつき

Darts Bar Class たっちゃん まなべ あきら とうごう たかみつ ふくなが ゆうと とうごう まゆみ

Darts Bar Class class ささくら かずと ながたに ともゆき おおむら まい さとう なおや

Darts Bar Class ちゃらっち なかね ゆずか ふじのい あきら たけなか すすむ きくたに じゅん

DARTS BAR COLORS COLORS わだ ひでゆき いない ゆうじ しのさわ たかゆき ひらの まさとも

DARTS BAR COLORS そげき一家 なかたに かずてる かくかわ けいじ やざき ひろのり いない りょうすけ

Darts Bar HANABI しまたに ますやま まさあき しもうら としのり たにばやし ゆうじ こばやし まや

Darts Bar Haps Haps やまもと りょういち やまの たつや わきた じん さくもと ようへい

Darts Bar Haps neel（にーる） おおにし じゅん ねぎた りきと にしむら としひこ にしむら えみりあ

Darts Bar Haps トライ いわした みきや なかたに ゆう すずき かつや たなか ゆうすけ

Darts Bar JADE Bacchus（ばっかす） すずき ゆうへい たかい ゆうき ほんだ まもる ほんだ じゅんこ

Darts Bar JADE US3（うすさん） さくらい ゆうき そねだ たけし さかぐち かつひこ うらの みう

Darts Bar Wish ウィッシュ こたに ともあき うえま たけし ふくもと けんいち ながさき たかひろ

Darts Bar Wish オムニバス いなの けんじ よしだ はるか しげまつ たかし てらした えいたろう

Darts Bar Wish パスカ きのした たけし さかた ゆうへい すぎしま かのこ なかの ゆみこ

Darts Cafe & Bar BASE パックンチョ さかい かつあき たがわ りな みさき りょう かみうら あずさ

Darts House Reve DREAM 工業 しろく えいた おおの まさき あさの しょうた はら かつまさ

Darts House Reve れーぶ たなか よしひろ てらさか あきひろ ふじもと かずのり さの なおき

Darts House Reve ふゆむどう まつうら まさとし いわた ゆうや とまりうち りょう しばた みつる

DARTS LIFE PLUS PLUS かわぐち しずひこ かめさき かいと いしい かつき ごとう あい

DARTS PARK OASIS お夜食カンパニー にしむら なおや つつみの まさし むらた ゆうや やすだ こうへい

DARTS PARK OASIS OASIS きしうえ しげひろ よどや たかゆき なかやま あい まつおか ゆきこ

Darts Spot OLD 長岡店 YMST やすはら よしたか むらやま なおき すみだ しほ たけうち さやこ

Darts Spot OLD 長岡店 FSIW ふじむら かずま わだ よしのり さだとも やすひろ いのうえ まゆみ

Darts Spot OLD 本店 D.S.O おおつき ひろゆき たなか しんや おおば ななこ やました なおき

DARTS＆BAR　BAMBI BAMBI とみなが ゆういち まつお たくみ もりた ただとし あきやま こじろう

DARTS＆BAR　BAMBI 1194 from BAMBI しばもと かずまさ なりた ゆうじ やまがた けんじ しんどう けいいちろう

DARTS＆BAR　BAMBI BAMCO いのうえ みき あづみ ちひろ おつだ ちなつ こばた あみ

DARTS＆BAR　BAMBI 小鹿 おおいし なるやす おおつき あきら さとう けんじ もり たくへい

Darts&Dinning Bar Fix Fix-A うすい ゆうと しおざわ りょうへい こじま たかおみ むらた りょうへい

Darts&Dinning Bar Fix Fix-B にしやま さや にしやま りきや しおざわ かおり こなかやま けいじ

DARTSBAR CALMLODGE CALMLODGE（かるむろっじ） にしぐち じゅん もり ゆうき やまぐち けいいち おぎはら けんた

DARTSBAR CALMLODGE destino（どすてぃーの） まつうら たかお いわたに たかゆき にいだ たつや いとう ももこ

DartsBar DROTIKI ドロチキ さかもと ゆうすけ はぶち たかゆき にしの まさや かしわぎ りりか

Dining & Darts LaBit パルフェ いなやま さとし さかき なおひろ おかもと たくま くどう きょうへい

dining bar &day あんでぃ かわばた ゆうだい なかむら けいすけ ひがしだ かずま ひがしだ かなこ

Dining Darts Bar Teddy Bear PLUS Trip throw ごとう ひろあき にしの ふみや みやはら しんじ うしはま ゆうや

DON2KI よゆう！ ささき よう かとう りょう おはら ひろき おらたけ ともき

DON2KI よゆうはない ながみね せいや にしかわ なおき なかたに けんた よしおか あゆみ

ex eX（えっくす） ふじもと しょうた てらだ よしひこ てらおか しょうと ふじた ひろき

fabric garden Dream Garden やまもと りょう きむら げんき やまもと なつみ もりもと まさみ

fabric garden OZ(オズ） せがわ かつひろ たますみ ももこ おおうら かずや まきの ゆうと

FLY Mayhem みやけ ゆうき いしばし まこと アンドリュー ボーダレー おの ひでき

FLY 恵比寿FLY かくた しゅんすけ しまづ きら にき ひろみつ みずもと としかず

FLY あぱっち3150 まつお たかゆき にしだ ゆみ かじ だいき たけもと まさひこ

FLY チームFLY しのはら あつき おの たみこ かじ としゆき かじ まゆこ

Food+Darts Bar BULL Yaen（やえん） うらかわ まさき ひらの あやか きだ あきと にしお としひろ

Free style bar 福-Fuku- 福禄寿 ふくだ あきひさ のだ まさよし あさかわ たかし まつのぶ みなこ

Free style bar 福-Fuku- 弁財天 とよかわ かづま いのうえ かずし さかもと さちと なかじま てるゆき

Free style bar 福-Fuku- 大黒天 さとう ゆうすけ くりもと たかひろ かたやま ひろふみ ながおか よしひで

FUKUROU.. 中年隊 ふじい まさし なかしま のりふみ ばば よしひさ かい ゆういち

FUKUROU.. ちーむ　ふくろう こばやし まさみ うちま じゅんいち きし たくま そね たかし

Galleria(がれりあ） 風林火山 じょうこう あつし しゃこり れお おにつか ふうが ふじた ひろあき

Galleria(がれりあ） その日暮らし ところ まさし おむら ゆうさく おかべ ともひろ てらさわ みこ

Geek ぎーくアディクト２ ましこ ゆういち  かとう やすし ひでうら せいたろう やまだ れいこ

Geek セバスチャン やの かずゆき やの ゆうこ かわだ たくや おくむら まりこ

gran D line グランドライン はぎの ひょうた しまのうち ゆうき かわかみ のぶひろ ひぐち だいすけ

GROWTH motoyama チーム　ドスン むらた しんご いちおか ゆうき やまぐち よしたか きとう ゆうた

GROWTH motoyama ムーチツーダ@GROWTH うえの りゅうたろう やまきた こうが やまきた やすお かちかわ しょうた

hangover梅田お初天神 hangover梅田お初天神 はらだ しゅんたろう にしなが ゆうすけ はしがき よしひろ いね ひでひこ



I'll be bar Garage TEAM　GARAGE　A ほり かずよし おおつ ゆきのり おおつ ようこ はっとり てるひさ

I'll be bar Garage TEAM　GARAGE　B きっさだー おいそわっと あらい まさき あらい さとみ なかざわ しゅんすけ

I'll be bar Garage TEAM　GARAGE　C まつばら まこと こしだ しょうぞう さかい はやと やまごし はるま

JOKER  DRIVER JOKER  DRIVER A まつもと しょう もりもと へナン たけ たつひろ たけ かおり

JOKER  DRIVER JOKER  DRIVER B ふるかわ たけひろ とまり ひでよし とまり ぎろう とまり さちこ

kakogawa base 遊びBAR NO NAME とざき こうぞう おおかわ まさし ふじわら さち とざき ひろみ

kakogawa base 遊びBAR ニコちゃんと愉快な仲間たち やまぐち たかひろ のだ ひでかず よこやま まさひこ はやし はるか

lien 京都 もりもり つじ どうむ もりい しげかず ひらやま なるひこ にしおか つぐと

Lyme テキーライム ふじた せいいち うえだ ひとみ てらもと めい むろ しずか

Lyme 小銭 ぜにや なおひと ぜにや まさよ こやま こうだい こやま まりな

Lyme 初老’ｓ ささき しんじゅ なかた しょういち おばた ひろし おばた みな

Lyme キングボンビー おぐら のぶひこ てらだ ゆうじろう なかい しんや すぎお けんじ

Lyme Ashantie やました かずま いのうえ ともき ちょうしん りょうすけ ふくがわ ゆうこ

MIYABI MIYABI.A まつもと いよ しまだ よしひろ きしもと なりとし うえはら ただし

MIYABI MIYABI.B まつもと まさし かみたに ひろかず とみひさ よしひろ しのむら くみ

MIYABI MIYABI.C くまがい なおき わだ ひろし あなみ かつひろ ふじもと かずや

MOANAKAPU MOANAKAPU おかだ ひろき まえだ よしひろ いとう かな なかばやし だい

OHANA Lei（れい） とみなが かずや つきかわ なつき かわむら のぶひろ やました ゆきこ

Ozbuddy（おずばでぃ） オズバディ おざき ごうたろう ふじい りょうすけ すずき ともひろ すずき まよ

POOL & DARTS Pick Up 山科 橋本金物店 はしもと さとる あげむら たかのり かわぐち としや えぐち ひとみ

POOLS CLASSIC A.G.O いさみや りょう おかね すずか にしだ なおき やすの としえ

POOLS CLASSIC J.M.A きたの さいだい しばいさ まさし おざき まさなお こまき たかし

Question WILD GAMBLER やまもと ひろゆき かわむら たつき ふくもと そうま やの まこと

R's STORE 特攻野郎R こじま りょうすけ かわぐち こうへい すぎえ りょうすけ はまべ だいすけ

Raccoon 六甲クラブ すえい りょう さと りょう いけうち かずや なかい あきら

Raccoon ウッチーズ きしだ かずき もりおか なぎさ うちだ ゆうき すが だいすけ

Recru Recru（リクエ） やまもと こうへい いそわ ゆうき たていし ひろみ たかぎ しょう

Sevenstar 紀伊国屋 うえで けいた かしま りょうた つじた かずま つじた かや

Shot Bar CROSS ROAD ごまんまい やまもと くにやす きたむら よしあき いちだ みか みずたに みやこ

Shot Bar CROSS ROAD にじゅうごまんぱつ あおき じゅんこ いしづか けん たかしま りんたろう ささき れお

Soul(s) Kyoto Thirty（さーてぃー） いけだ ゆういち かんだ やすひろ たきもと やすひろ たかはし かな

Soul(s) Kyoto Twenty（とぅえんてぃー） よしむら みちもり さわだ もとい もりべ みさと やまもと じゅん

Sports Bar CINQ 桜島足首大根 かみむら しゅんや くぼ ゆうき おぐら みほ やまもと ごう

Sports Bar CINQ ポロンチョス なかむら しょうた なかの じろう いしだ しゅんや はやし ともみ

Takoyaki & Darts Bar ST Bar　ST えんどう すすむ ふくもと きんじろう いまむら あやみ おくの ひろし

WEB キシノ ジュンセイ PDC キシノ ジュンセイ カメサキ マサヒロ ニシムラ ヤスヒロ キシノ サヤカ

WEBウエハラ ヒロキ ウッチンプリンと愉快な仲間達 うえはら ひろき みなみ あつし みぞこし たかとし うちぼり たつろう

WEBオカジマアキノブ Tooosu てらしま のぶひろ おかじま あきのぶ しまむら ちか たけうち まな

WEBオカモト リュウゴ チームドラゴン オカモト リュウゴ コヤマ チエ コヤマ ヒロト コヤマ カイト

WEBオダカヒロキ TEAM N.G.K みわ ゆうき おおしま りん あきつき こうだい さとう りょう

WEBキグレ アキラ ARKS

WEBキシモト トモキ 立命館神戸支店 キシモト トモキ アオヤマ テルヨシ ヒゴハシ テルヒコ シチリ ケイイチ

WEBキタムラ リュウタ D-styel

WEBコミネ マサヒロ　２枚 コレクションA にしうら　なつみ しむら あすか みちばた まや まるた ことの

WEBコミネ マサヒロ　２枚 コレクションB こみね まさひろ たまる ことみ しろいわ ひいな なかはし じゅんこ

WEBサトウ ヒサノブ 新大阪J'ADORE アズマ リュウ サトウ ヒサノブ オノ アツオ タナカ シンジ

WEBサトウ ヒサノブ 新大阪J'adore モリヤマ コウダイ オキイシ ナオマサ トヨドメ ヤスオ ハナダ イッセイ

WEBジンノ ケン コネクション

WEBタカハシ ショウタ チーム飛脚 たかはし しょうた とりたに やすのり こんどう よしあき とどこ たかゆき

WEBタナカ ミツキ 絆 サワダヒデユキ ナカガワケンタ タナカミツキ ホンゴウケイタ

WEBタマガワ テツオ よーすけーず たまがわ てつお なかがわ ようすけ あさの かずき たなか ひでき

WEBツゲ アキコ eight つげ あきこ たけもと ともき くまがい ふみたか すけざね だいち

WEBノザキ アツシ ファミールNKI ノザキアツシ カワバタユウシ キノシタタクヤ タナカダイキ

WEBハヤシ ヒロタカ TEAM KEIYO ハヤシ ヒロタカ ハヤシ ユウダイ ササキ ヨシミツ ワタナベ ユウジ

WEBヒゴ リョウタ 茨城spin ひご りょうた あべ しょうご くどう さや いとが あきほ

WEBマツナガ ケンスケ D7 まつなが けんすけ やまだ やすき やまさき みつき すいどう りゅうた

WEBマツバラ シュンスケ KTG team G まつばら しゅんすけ たに としひろ ひょうご ゆたか ただ まい

WEBミズムラ アヤ CBN コイデ ヤスキ フジイ アキヒト シバノ リカ ミズムラ アヤ

WEBヤマダ マサル ペコちゃんヽ(・∀・) ふくだ  しゅんや こだん たかゆき おがわ ゆき やまだ まさる

WEBヨコヤマ マツタカ 車用信号機 よこやま まつたか はしもと しょうた のはら ちひろ ほんどう ただゆき

WEBワキ ユウマ 玄弥のメンタル鍛え隊 たかはし げんや やとう こうじ やすえ ひろき わき ゆうま

クアトロクアトロ No.4 Eチーム ふるぞの さとし まつき くにあき もりにし ひでお しみち るかす

クアトロクアトロ No.4 NGB まつむら せいや まつむら けいじ どひ ゆうと きたはら あいこ



クアトロクアトロ No.4 YDK にしじま こうすけ たき たいち かのう まなぶ まえだ ゆき

クアトロクアトロ No.4 TKG やまおか かずき やまおか なおみ かわさき まさよし かわむら えいた

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 バーグスなんば うらの なおき ふかだ ゆうじ なかお たけし くにひろ かずき

さとりえ⼯房 わいわい にしかわ ゆきひろ いわい のぞみ あさい けいいちろう わたなべ こうき

スポーツバー⽉猫 チーム　マツコ きんじょう しゅうや おおしろ やすただ さいとう だいち ながはら せいすけ

スポーツバー⽉猫 チーム　はーたん さいき けいすけ まつおか さとし いたはし よしじ みなみの ゆうた

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 レッド・リボン　D・C・G たむら じゅんいち しんかい だいご なかざわ ゆうた おかもと ひろなお

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 BIG 4 ながなわ たくや にしがき ゆう いわさき りょうた ふじかわ しゅうさく

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 スライム たなか ゆうま きしもと まさあき 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 One-on soul おくむら りょう やなぎ りょう あずま ひさと さくらい まい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 チーム　アルフ すがむら つよし もりた まさし ふじむら しずか ますだ あゆみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 チーム　イチゴタルトが食べたい。 かたぶち しんご たなか ゆいと ながやま ちえ おくだ えつこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 Another FH（アナザーファインハーツ） しげた かずま いわさ ひろゆき きしもと ゆうすけ いわはな まさし

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 あっぱれ やまぐち そうゆう まつなが ゆりえ とづか たくみ くぼ せいいちろう

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼斎橋 ごぉどん なかむら まさる かんだ まこと おおつか ようすけ あん ちな

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼斎橋 やんやん かどた しんや しのざき だいご やまもと さき やすい たけのぶ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼斎橋 DONYOKUN（どんよくん） つちはし やすなり やまもと れい なかやま しょうた ふくやま なつみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼斎橋 がーでん よしだ はると とみおか よしひで はらだ ひでき しらさわ ひろあき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 ちょっと休憩していきます？ やまもと まさゆき たつの まなか くにえだ きょうか ほりぐち ひろし

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 ぐにがしの ひがしの てつや やまお ともや もんな まさみつ いわはら まこと

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 D・C・G・I しんや ゆうき かわぞえ ゆうや たかだ けいすけ たはら のぶひろ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 HATしてグッときて くまみ あやこ こうの ななこ もんな あやこ いまむら よしゆき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 Chicken　Heart つじもと ゆうご なかじま まさき うめがき かよこ くにもと れいじ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 BURST(ばーすと） むらた たかよし かわもと りょう とみおか たくや はしもと しょうへい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 Burning（ばーにんぐ） みわ こうへい よこやま りょうた さかえ まあや むらた あけみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 チームりおん やまざき めぐみ うめたに けんと こばやし かくや しこり ざやく

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 チームここね こばやし たかのり まつしま りゅうた ながた えいじ みよし ひではる

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良⽣駒 MST みむら あつし かねもと つなき さきやま のりと きしもと たつき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent innocent ふじや しげゆき よしおか さとし なかじま かずひろ ふじや さやか

ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 海人魂 ひぐち ひろし やながわ ゆらた あらかわ まさとし うえばやし かずなり

ダーツハイブ名古屋栄店 ねこどらむ師匠 たなか けいすけ むらた かずま あおき つかさ たなか こうじ

ダーツハイブ名古屋栄店 UK小牧 さわだ なずみ さわだ みちおみ さわだ たかあき たなか よしと

ダイニング・キッチン・カレント カレントA すずき かずのり もりもと こういち あべ けんた ふかお たかや

ダイニング・キッチン・カレント カレントB もりもと よしき せき まさたか まつだ りゅうじ あさの もゆ

テンフィールズファクトリー 熊と愉快な仲間たち ふじわら てつや くましろ たかひさ かわかみ さとし にしの さとこ

テンフィールズファクトリー テンフィールズファクトリー しばた とよかず やまもと  たかと あおき えこの つじもと あきこ

ピンクドルフィン ナンバーワン いちい けん しもの けんじ かじや のりひさ みつつね よしひろ

ピンクドルフィン ピンクダラーズ まつだ のぶひろ ませ やすお かしま もとたつ まつだ ゆき

ふぁみりぃばぁポラリス Polaris（ぽらりす） せど ひさみつ たまざくら ひろし にし あゆみ なかがき たかし

ふぁみりぃばぁポラリス CREAM SODA うらなか しょうや よこた りょういち おわだ ひろし えびすり みつひこ

ホバート ホバート くしだ まさと くしだ あい いわた まさひろ ちば ゆうじ

ほろよい Darts Bar Always メットガングリハーツ４１ かじわら けいこ いけだ しゅうへい みやざき だいじゅ はやし まさひろ

ほろよい Darts Bar Always ポコニャン みやもと たくや ほそみ じゅんいち あらまき しょうた もうり よしはる

ほろよい Darts Bar Always 塩山JAPAN たにぐち だいすけ おぐら かずひこ はなぞの なりよし しおやま ひろき

ほろよい Darts Bar Always ラウンジあや姉 おちあい あやな もりた たけし しみず ゆういち てらだ まこと

わんすもあ T・K・P みつしま きざし かむら てつや たがわ じゅんき ささべ たかゆき

安安-Bartic ヤスバーティック 片町本店 お組（おぐみ） やすえ つねお つねずみ かずき ます なおゆき まつざわ あすみ

安安-Bartic ヤスバーティック 片町本店 team　さきっちょ とおづか やさき よしだ しょうた おおつぼ ともひろ あさか ゆうすけ

渚難済（ナギサオート） ロッキン あだち ゆうすけ きしもと さとし すぎもと こういち はらだ ともはる

西宮ブラッズ ぶらっずA みやじ ひろき やました まい かい ゆうき まつもと かずひで

西宮ブラッズ ぶらっずB みずかみ ゆうた くげ なおや さとう なおき あきやま めぐみ

西宮ブラッズ ぶらっずC そごう しん つじむら まさずみ いちみ ちづこ たなか だいき

西宮ブラッズ ぶらっずD やまもと じゅんや みやがわ もとひろ たなか まい やまもと みちあき

西宮ブラッズ ぶらっずE うえの たくみ なべさわ たけし あおき おさむ かねこ なつき

西宮ブラッズ ぶらっずF はらだ しゅうじ つやま みゆき かわかみ えいじ かわもと しょう

忘我 ⼗三店 たけたけわんだーらんど かまたに ひでのり うちばえ あやか みやぞの しゅんすけ さかい よしひろ

忘我 ⼗三店 じゃいきり はた こうへい まきの ようこ かんばら たくや うめはら まお

忘我忘我 東大阪店 KS かせだ たけし くわはた まなぶ ながやま ゆうへい くろやなぎ まさよし


