
店舗 フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ
10ffチーム ホシノ 　ミツマサ タニダ 　タカオ ノゲ 　シュンペイ イクタ 　ユリア
10ffチーム エノマタ 　シンゴ スギタ 　カズマサ コウノ 　ハジメ イノウエ 　ミク

COSMO  DARTSチーム ウメダ 　シンジ ハマダ 　アキノブ コタニ 　マコト シミズ 　マユミ
DMCチーム トウザワ 　ケン フジワラ 　テツヤ マツナガ 　カズユキ ヤマモト 　マナミ

JOKER  DRIVERチーム クマシロ 　タカヒサ ミヤナガ 　タカヒロ カワグチ 　マサシ ハットリ 　キョウカ
MONSTER  YOUTHチーム スズキ 　ナオヤ ハヤシ 　ユウタ スズキ 　リュウヤ ハヤシ 　モモカ

Pチーム ヤマモト 　ノブヒロ オノ 　ケイタ ハシヅメ 　ユウキ オカダ 　アキコ
3Peace ツツミ 　ユウマ イシダ 　シュンヤ タニグチ 　ツヨシ イザキ 　ユリ
3Peace コテラ 　ヒサシ イマ 　リョウスケ ムラカミ 　ヒロキ オカヤマ 　ナルミ
Ace  club キシウエ 　シゲヒロ マツモト 　カズヤ ヒガシグチ 　キミヒロ トリタ 　ミナ
Ace  club イシバシ 　マコト シマオカ 　カズヤ モリオカ 　ノブアキ マツオカ 　ユキ

Amusement  Bar  ALLiON コタニ 　ナオキ キクチ 　シュウヘイ イノウエ 　ヨシユキ トミナガ 　チハル
Amusement  Bar  ALLiON テラサカ 　アキヒロ ニシカワ 　ヒロユキ ミヨシ 　ユウタ モリ 　マリコ
BAR  LHOG  kitashinchi ツジ 　イッペイ オグラ 　ノブヨシ イナヤマ 　サトシ オバラ 　アユミ

Bar  Peace ニシムラ 　ヤスヒロ サノ 　マリ サトウ 　フミアキ タツミ 　サキ
Bar  Peace サナダ 　ユウイチ コヤマ 　タクヤ モミノ 　ジュンセイ マツザワ 　サヤカ
Bar  RISE コニシ 　ススム アキ 　ユウタ シライシ 　アキヒサ アキ 　アユミ
Bar  Spring イトウ 　タカキ イトウ 　アキコ タナカ 　ジュンタロウ タニグチ 　イッペイ
BarOcean イフク 　ジュンホ アカシカ 　ウキョウ ナガヨ 　リュウジロウ アカシカ 　チカコ
Bbc@fe⼋八幡 タナカ 　ヨシヒロ タカハシ 　ジュウ キモト 　ユウジ フクニシ 　レオナ
Bee 　NAMBA イドモト 　テツヤ タムラ 　ショウイチ デン 　タツキ フジハラ 　ハルカ
Bee 　NAMBA ワタナベ 　コウイチ タダノ 　シンゴ オオウラ 　マサユキ イワムラ 　アユミ

Billiards&Darts  Bar  Break ミボロ 　ツヨシ ハセガワ 　ミズキ キレカワ 　ヒロユキ カトウ 　ケン
Billiards&Darts  Bar  Break ユキ 　ケント キムラ 　マオ スギタ 　シンヤ イトウ 　トモコ

BLACK  PEARL カサマツ 　ヒロアキ モリ 　リュウジ セムラ 　コウキ オオタ 　サユリ
BLACK  PEARL テラウチ 　シンスケ ネゴロ 　タカヒロ マエダ 　ユウキ ナカタニ 　ハルカ
BLACK  PEARL オガワ 　ナオキ オガワ 　ミスズ ヌマ 　ヨシヒト キクチ 　ヒロキ
BLACK  PEARL モリモト 　マサシ ナカタニ 　タクミ ヤスムラ 　コウ マツタニ 　エリ
BLACK  PEARL ニシヤマ 　ユウスケ コサダ 　ショウヘイ クリモト 　セイヤ ナカオ 　マイコ
BLUE  BECK ヤマグチ 　ミワ ニシムラ 　ミユキ カワウチ 　ユキヒサ ニシムラ 　ナオト
BLUE  BECK ヤマモト 　タツヤ オカムラ 　アリサ アマノ 　ユウコ サカグチ 　シンイチ

CAFE  &  BAR  Libre's マエカワ 　シンゴ タツミ 　シンゴ ナガサキ 　テツヤ コダマ 　サヤカ
Cafe  &  darts  space  HOPE オカド 　リョウタ シライ 　ヒロアキ ニシムタ 　コウヘイ マルヤマ 　マホ

Cafe  Bar  Fine コバヤシ 　ヒロシ ウクモリ 　ジョウイ ヤマザキ 　コウジ マツオカ 　マサミ
Café&Bar  Lon's ミズノ 　ノリユキ ヤマモト 　リエコ ミヤギ 　ユウキ モリ 　ケイスケ
Café&Bar  Lon's タグチ 　トモヤ タニグチ 　アキラ コスゲ 　ミノル タニグチ 　サオリ
Café&Bar  Lon's ヤマモト 　ヒロアキ タカサワ 　ユウキ ハセガワ 　アツキ ウエマツ 　ヨシミ
Café&Bar  Shine ツツイ 　アキミツ ナカタ 　ユウヤ タナカ 　ショウゴ マツウラ 　ミチ
Cafe&Bar  TOPGUN コウノ 　サトコ ナカヤマ 　ヒロユキ オクタニ 　タカユキ ウエラ 　チハル
Cafe&Bar  TOPGUN アンビル 　ヨシハル ホンマ 　シゲオ ウサミ 　ケイ ハヤシ 　カナ
Cafe&Bar  TOPGUN ヨネタニ 　イオリ オカ 　ヨシヒロ ヨシダ 　ケンジ フルノ 　ユウダイ
Cafe&Bar  TOPGUN トリマル 　タダユキ ウエゾノ 　タダアツ タニ 　ユウヤ スギタ 　リサ
Cafe&Bar  TOPGUN ムラタ 　ノブヒコ スギモト 　ノゾミ アサノ 　アツコ フジタ 　ヒロユキ

CASUAL  BAR  NINE  MARK スイヅ 　ユウヤ シラエ 　サヨコ ヤマグチ 　シュウヘイ イマムラ 　ワタル
CASUAL  BAR  NINE  MARK ナカムラ 　キエ オオサワ 　マサト キムラ 　ヨシキ ナカハラ 　ヒロユキ

class タナカ 　イッテツ ナカネ 　ユズカ キタムラ 　ヨシミチ オオムラ 　マイ
class フジワラ 　ケイスケ フジノイ 　アキラ トウゴウ 　タカミツ クラガイチ 　シオリ
class ヒガシムラ 　コウスケ モリモト 　ミヅキ ヒロモリ 　マコト タチバナヤ 　ヒトム
class マナベ 　アキオ オオタ 　カズフミ ササクラ 　カズト ヨシオカ 　チナツ
class フクナガ 　ユウト カムラ 　チエ サトウ 　ナオヤ ツネカ 　ユキ

CREAM 　SODA ヤマグチ 　コウヘイ ニシカワ 　ケイタ ウエ 　エリカ エビスイ 　ショウマ
CREAM 　SODA エビスイ 　ミツヒコ エビスイ 　リュウキ ナンバ 　マコト モリ 　サチヨ
CREAM 　SODA イタミ 　ミキト ナカガワ 　ナオマサ オオイ 　シンヤ ミズバヤシ 　アコ

cross カタヤマ 　タカハル アベ 　コウヨウ ヤマサキ 　タツヤ マエダ 　サキ
cross ニッタ 　イサコ タカツジ 　カズヒロ ミズタ 　マサヒコ ミズタ 　ミツエ
cross ムラタ 　タクヤ カガワ 　クニヒコ ナカノ 　コウキ オオツキ 　モモコ
cross ムラカミ 　アキホ ミキ 　ユカ イノハナ 　トモヒロ ヤマグチ 　ツヨシ
cross ユヤ 　ユウスケ タキイシ 　ノボル 　 タケモト 　ナオキ セト 　ノドカ
cross サイキ 　ケイスケ ニシカワ 　ヒロコ マエダ 　カズノリ オトノ 　ノブト
cross カメサキ 　マサヒロ 　 マツオカ 　タカシ カメサキ 　カイト サカモト 　ナナコ
cross ナカタニ 　シンゴ サカモト 　テツジ ヒデウラ 　セイタロウ ホシノ 　ヨウコ
cross ジョウコウ 　アツシ ヨシダ 　ノゾミ オオワク 　アキヒコ コイカワ 　ジュンヤ



店舗 フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ
Darts  Bar  BLACK オオムラ 　シンイチ セツ 　リュウヤ カワキタ 　サトシ スギモト 　シホ
Darts  Bar  BLACK マスカワ 　ユウジ アカオ 　アキラ オカザキ 　シンヤ タナカ 　ユカリ
Darts  Bar  BLACK タケダ 　リュウイチ トミタ 　サキ サイトウ 　タカトシ タカダ 　アキヒロ
Darts  Bar  BLACK イトウ 　シンジ ヤマザキ 　ハルキ ベッポ 　タカヒロ ヒグチ 　マユキ
Darts  Bar  Esordio カタヤマ 　ユウ キノシタ 　ケイタ タカハシ 　マユコ スギムラ 　タクマ
Darts  Bar  Esordio クロダ 　コウイチロウ ツジモト 　ユウゴ コモリ 　トモカズ ウエスギ 　リョウコ
Darts  Bar  Haps キクチ 　ユウマ トヨダ 　キョウヘイ キクチ 　チサキ ホッタ 　ショウタロウ
Darts  Bar  JADE ナカムラ 　マコト ヒラシタ 　トモエ ナカジョウ 　ダイキ オバタ 　ミナ
Darts  Bar  JADE タケ 　タツヒロ アダチ 　カオリ タカガキ 　アキラ シノムラ 　クミ
Darts  Bar  JADE タナカ 　アキヒロ コンドウ 　ケイイチロウ アミジマ 　ヒロミチ ムラカミ 　カナ
Darts  Bar  JADE ヨコハラ 　ヨシカズ モリモト 　リキ タケダ 　セイコウ ハヤシ 　スズカ
Darts  Bar  JADE クズシマ 　カツユキ オオブチ 　シンヤ カワサキ 　アツシ キムラ 　モエハ

DARTS  BAR  YAMATO ショウジ 　タツヨシ タダノブ 　ダイチ ワカオ 　ショウ ミヤギ 　アヤコ
DARTS  BAR  YAMATO ムラカミ 　トシキ ヤマシタ 　タカヒロ アズマ 　タカキ キヨトウ 　トモミ
DARTS  BAR  YAMATO キヨトウ 　リュウイチ フジモト 　スミオ ミツハシ 　チエコ オオクボ 　タケヤス
Darts  Cafe  &  Bar  BASE ワタセ 　ユズル ホンダ 　ユウキ マスダ 　サトシ エノモト 　ユウコ
Darts  Cafe  &  Bar  BASE トマリ 　ヒデヨシ キムラ 　サチコ コウザキ 　ヨシヒデ ナカモト 　マサノリ
DARTS  LIFE  PLUS アズマ 　コウジロウ ササ 　ユウコ アソ 　マサヒロ ヨムラ 　ミオ
DARTS  LIFE  PLUS マツオカ 　ユウ セキナダ 　ユキハル オカノ 　ヒロノリ コウゼキ 　サヤカ
Darts  Spot  OLD オオエ 　コウジ オオエ 　エミ マツミ 　コウキ ヤマモリ 　マオ
Darts  Spot  OLD セキ 　ユウト スミダ 　シホ カネミツ 　クミ モリタ 　ヨシタカ
Darts  Spot  OLD マスダ 　シンイチロウ オオツキ 　ヒロユキ トリイ 　タカヒロ ハセガワ 　ミナ
Darts&Bar  Crows クボタ 　マサヒロ マツヤマ 　リョウ タムラ 　ユノ オオヒラ 　マドカ

DARTS&BILLIARD  NINE サカイ 　ナオキ マツオカ 　アスカ ヒグチ 　ユキヒコ キタウラ 　ユツキ
Darts&Dancesaloon  ｋ＠sai ウシジマ 　ゴウキ キタガワ 　ヒデハル カシモト 　テルヒサ フジタ 　アツコ
DartsBar  DROTIKI シノサワ 　タカアキ ヒロセ 　セイイチ モリ 　タクヘイ オク 　モエカ
DartsBar  DROTIKI カシワイ 　テッペイ ナカタ 　マイ ユアサ 　トシユキ コスガ 　セイジ
dining  bar  zeal イシカワ 　ショウキ タネタニ 　アサミ カライ 　タカノリ ナカズル 　ヒロシ

Dining  Kitchen  Dann ワダ 　アユミ イグチ 　カツヤ フジイ 　ワタル タニモト 　ヒデアキ
Dining  Kitchen  Dann サカネ 　ノリヒト ナカムラ 　タロウ ヒガシ 　アヤ クスシマ 　チナ

DON2KI オハラ 　ヒロキ ムラタ 　ヨシエ ブランコ ナカジマ 　マサキ
eight8 スギエ 　リョウスケ ハタ 　アキヒロ ナカジマ 　ヨウヘイ カナザワ 　ノドカ

Felice  Felice イシグロ 　マコト ツツミ 　チハル ハマグチ 　ナオユキ スズキヨシノリ
Free  style  bar  福-‐‑‒Fuku-‐‑‒  　ウエムラ 　タケシ サトウ 　アユミ オオツキ 　ナオタカ タカムラ 　ゲンタ
Free  style  bar  福-‐‑‒Fuku-‐‑‒ カマダ 　テツヤ ノガミ 　シオリ フクダ 　アキヒサ サトウ 　ユウスケ

Galleria 　 ハヤシ 　マサオ オカベ 　トモヒロ ヤマモト 　タクマ シモノ 　エリ
Galleria 　 アオヤマ 　テツアキ オムラ 　ユウサク ハナフサ 　トモカズ イノウエ 　アスミ
Galleria 　 シマ 　タカヒロ カワグチ 　コウスケ ホリベ 　ダイスケ オノギ 　マユ

hangover梅⽥田お初天神 カワタ 　ユキオ ハシガキ 　ヨシヒロ イワオカ 　タツト イケダ 　ミチヨ
KAM'S  KYOTO タキガワ 　シンペイ アダチ 　ミサキ カトウ 　タツヤ ノムラ 　シゲノリ
KAM'S  KYOTO ナカノ 　ショウタ イケダ 　ヤスヒロ オオモト 　タケヨシ マツシタ 　ヨウコ
lien  京都 ヒラヤマ 　ナルヒコ ハヤナガ 　アサミ ニシハラ 　キミナ キタハラ 　イヨ
lien  京都 モリタ 　ナオキ ハシムラ 　ヨシユキ シジ 　ジュンペイ ハシムラ 　ミサコ
lien  京都 アダチ 　イッペイ エンドウ 　ユウキ ナガタ 　シュウイチ トモダ 　アヤキ
LIEN〜～絆〜～ ナカザト 　リョウ シマムラ 　マサヤ マルオカ 　リナ ムラカミ 　ユウタ
LIEN〜～絆〜～ サカイ 　ヒトミ ミウラ 　アツシ マツザキ 　ワタル イシダ 　ショウタ
LIEN〜～絆〜～ フジナワ 　キョウヘイ チカノ 　ヨウヘイ ヨネザワ 　ヨウタ スギサワ 　ヒトミ
LIEN〜～絆〜～ サンダ 　ケイスケ カゲヤマ 　テルヤ マツモト 　カズキ カゲヤマ 　ナツミ
LOCOROCO ホンダ 　リョウマ テラダ 　ヨシキ クロイワ 　ダイキ カワサキ 　チヒロ
MELANGE クボタ 　シズト ハシモト 　サトル ササキ 　ヒロシ クシノ 　マミ

Pool  &  Darts  Eddie  Nishinomiya クニモト 　トオル フミタ 　ヒカル エトウ 　ミスズ ヨコカワ 　タクヤ
Pool  &  Darts  Eddie  Nishinomiya エンドウ 　カズミチ モリタ 　ケンジ サクライ 　ヒロシ ノザキ 　トモエ
Pool  &  Darts  Eddie  Nishinomiya エジマ 　ハヤト キタガワ 　カオリ オオイ 　タカシ イサカ 　カズヒサ
Pool  &  Darts  Eddie  Nishinomiya ヤマサキ 　ワタル タチバナ 　トシユキ タガ 　ケンタ アキヤマ 　メグミ
POOL  &  DARTS  Pick  Up  ⼭山科 ソノ 　ユウスケ カジ 　ミツトシ ヤスダ 　タカヨシ ヤマモト 　アカネ
POOL  &  DARTS  Pick  Up  ⼭山科 フクダ 　キヨリ ニシオカ 　マサヨシ シバ 　マサヨシ ツノダ 　リク

Question アベ 　ハジメ ヒオ 　マリ ハヤシ 　ケイスケ ワタナベ 　ヒロノブ
RELAX  BAR  467 ハツダ  ヨシタカ ソラ 　コウジ タツミ 　トオル キリハタ 　トモミ

Shelty オギノ 　タカシ イモト 　ミホ ヒラヤマ 　ヨウスケ イデ 　セイタ
Siesta イノウエ 　ユウキ シバタ 　マサノブ フジムラ 　タクヒロ ハマサキ 　アイミ

SilBar  Bull タナカ 　タクヤ タケウチ 　ジェイ ヨウショウ 　ヒロキ ハナオカ 　マリナ
SilBar  Bull キモト 　ゲンキ サカモト 　マナ ヤマシタ 　ギンシロウ シモオ 　ユウヘイ
Soul(s)  Kyoto アライ 　ヒロキ マツウラ 　カズマ ウスイ 　コウジロウ ゴウ 　レイホウ
Soul(s)  Kyoto ヤマモト 　ジュン サワダ 　モトイ ヨシムラ 　ミチモリ モリベ 　ミリヤ
Spicy  Heart ニシムラ 　ナオヤ アキモト 　ヒロシ ナカムラ 　アキヒサ マツムラ 　カスミ



店舗 フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ
Sports  Bar  CINQ ヤマモト 　ゴウ イワハシ 　フミノリ カミムラ 　シュンヤ イワハシ 　アキコ
Sports  Bar  CINQ ナカ 　メグミ ヤマモト 　ナオ ナカムラ 　ショウタ サカモト 　ユウキ
Sports  Bar  CINQ トヨダ 　ユウイチ トヨダ 　サワコ ナカイ 　タイガ ヤスダ 　シュンスケ
Sports  Bar  CINQ カサガワ 　ユウキ サイトウ 　カズヤ クボ 　ユウキ オグラ 　ミホ
ToN  eighty ヤマワキ 　リョウスケ イシカワ 　ユウゾウ ナカノ 　ユウヘイ ヤマタニ 　カエデ
ToN  eighty シチジョウ 　ゴウセイ ダン 　アズミ オカ 　ショウイチロウ ヤマタニ 　タカシ
waphi  yapi フクダ 　ケイスケ カトウ 　シンヤ ムラニシ 　ツトム サイトウ 　ユイ

カラオケZERO三⽊木志染店 ヨネムラ 　ナオト イワナガ 　トモノリ オカダ 　チアキ コトウ 　マイミ
カラオケZERO三⽊木志染店 ヤマサキ 　コウサク カサギ 　ヨシタカ ニシハナ 　セイイチ スギモト 　ユウカ

クアトロ  No.4 ヤマオカ 　カズキ オザキ 　チグサ フジノ 　リョウタ マツキ 　クニアキ
クアトロ  No.4 ウエヤマ 　モトオ イナオカ 　メグミ カワサキ 　マサヨシ カワムラ 　エイタ
セルフィッシュ ハタモト 　タダヒロ フジカワ 　トシヒコ ユン 　タルチェ ワタナベ 　ナミ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 イシハラ 　マモル オオスミ 　キヨミ セツ 　ウ 　シュウ ナカハラ 　ヒロユキ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 カガワ 　セイイチロウ カドワキ 　トモミ タナカ 　ユウマ キシモト 　マサアキ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ワダ 　ヤスノリ ヨシオカ 　マサヤ ヤスダ 　シュウヘイ ササキ 　ミナミ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ナカムラ 　ヨシヒコ オカモト 　ヒロナオ ヌイ 　ジュンイチ ヨシノ 　イチゴ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ヨコタ 　スグル コサカ 　サリ イケ 　トシタカ マツモト 　リョウスケ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 マキノ 　ユウ ヨシイ 　アヤコ ホカゾノ 　シュンスケ オオハシ 　テツロウ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ニシムラ 　ジュンペイ イワダレ 　トモヨ ナカムラ 　トモヒコ イクリ 　ワカナ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼心斎橋 シオイリ 　タツヤ カンダ 　マコト シラヤナギ 　ダイスケ オオタ 　アイリ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼心斎橋 ナガタキ 　ヒロキ ツチハシ 　ヤスナリ スギモト 　マサユキ ヤマモト 　サキ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⼼心斎橋 クリヤマ 　ヒロキ ニシミヤ 　ユウキ オオツカ 　ヨウスケ ミヤハラ 　マチコ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⻄西宮 ワクガワ 　サヤカ ツジイ 　カツヤ イチカワ 　エイジ イシマル 　タツヤ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⻄西宮 クボ 　エイイチ シンノ 　タクヤ スズキ 　ケンイチ タガヤ 　マイ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⻄西宮 ニシイ 　マサヒロ マツモト 　イツカ ミヤザキ 　リョウタ ササキ 　ユキナ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⻄西宮 カトウ 　ダイスケ タケダ 　リク タカガキ 　ミキ タナカ 　タカヒサ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ⻄西宮 ヒロタ 　カズヒロ ツダ 　マサシ カイ 　ユウキ アラキ 　マイ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良三条 ヤマザキ 　キョウヘイ エノモト 　カズミチ イナイ 　ユウジ モリモト 　ユミコ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良三条 マエダ 　トモヒロ テラグチ 　マサヒロ タカハシ 　セイラ ユウキ 　アツシ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良三条 ヤマダ 　タケヒロ カタブチ 　シンゴ ナガヤマ 　チエ ハシモト 　マコト
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良三条 タツミ 　タカヒロ コイケ 　モエミ カトウ 　タクミ モリナガ 　リョウジ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良三条 カタブチ 　メグミ マツオカ 　リョウヘイ オカザキ 　マサヒロ ヤフネ 　シゲキ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良⽣生駒 カイホ 　ヨシミ タカサキ 　アツシ キヨナガ 　ユウ タハラ 　ノブヒロ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良⽣生駒 ササキ 　アキ ヒシキ 　サトシ オカモト 　ワタル ウエダ 　ミカ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良⽣生駒 シモカワ 　ダイスケ ミヨシ 　キヨタカ タナカ 　ユウキ コヤナギ 　ミホ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈奈良良⽣生駒 タニグチ 　ヒロアキ サカタ 　ケイ サイトウ 　ユウスケ オカモト 　マリナ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ  Innocent マツ 　リュウイチ コダマ 　ショウタ タナカ 　ユウキ カゲヤマ 　ハルカ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ  Innocent キシ 　タクマ コウタケ 　マサヒロ ヤナギ 　タカユキ ヤマウチ 　ヒロミ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ  Innocent タカミ 　アキラ タムラ 　マサユキ フジヤ 　シゲユキ フジノ 　ミユキ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ  Innocent トダ 　ケイスケ アサクラ 　ミネコ オカムラ 　ヨシヒロ マチダ 　ヨウジ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ  Innocent ミツヤ 　カケル タグチ 　マコト モリ 　ミユキ オオカワ 　マキ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ  Innocent オク 　トモミ サカモト 　キョウヘイ アサクラ 　アキコ アサクラ 　アヤカ

ダーツ・ビリヤードカフェ奈奈良良天理理 ニシカワ 　タイヘイ トクダ 　レオナ オオカワ 　ゴロウ クロ 　アイ
ダーツ・ビリヤードカフェ奈奈良良天理理 オカガワ 　ミナミ コオシ 　タケヒロ アカイ 　ダイスケ キモト 　ケンゴ
ダーツ・ビリヤードカフェ奈奈良良天理理 キノシタ 　マサカツ キタ 　カズノリ イトウ 　ツトム ナカムラ 　チカ
ダーツ・ビリヤードカフェ奈奈良良天理理 ヤモチ 　ヨシノリ コイズミ 　アヤカ イケガミ 　タカヒロ ヤマグチ 　タカシ
ダーツ・ビリヤードカフェ奈奈良良天理理 ヤスオカ 　マサヒロ オクダ 　エツコ カワサキ 　ケイジ ハヤシ 　タカアキ
ダイニングバー  Koto-‐‑‒na ウエマツ 　ユウ コンドウ 　ユウヤ ヤマガ 　タツヒロ ウエマツ 　ヒトミ

⽣生⾳音 　恋意帰屋 ヤマモト 　カツヤ ナカモト 　コノミ イワサキ 　コウジ オク 　ヒロシ
バーてきとー ナカツカ 　ヒロム イソベ 　マサヒロ フナダ 　ヒロアキ ヒョウドウ 　チサト

ふぁみりぃばぁポラリス フクイ 　ユウキ ニシ 　アユミ タマザクラ 　ヒロシ ナカガキ 　タカシ
ふぁみりぃばぁポラリス ササイ 　タカヒロ セド 　エリカ クダラ 　アツシ セド 　ヒサミツ
ブルートレイン@25CAFE タナカ 　サヤ ミヤモト 　ヒイロ キタムラ 　ハルキ ササ 　ヒロキ

忘我 　梅⽥田店 イトウ 　ヒロカズ キヨフジ 　ヨシヒロ ヒライ 　アキラ ウメハラ 　マオ
忘我 　東⼤大阪店 キタノ 　ヒデキ モリ 　ホクト シラヤマ 　ヨシカズ カリノ 　マイ

雅 　second  stage イセ 　アヤノ サカモト 　ケンイチ マツモト 　マサシ ナカヤマ 　マサミ
雅 　second  stage ミヤガワ 　ムネノリ ガモウ 　マサヒコ ヤマオカ 　ヒデキ フルヤマ 　カノン 　マーサ
ミューズクラブ宇治店 ソノハラ 　マイ キシモト 　ヨシフミ シミズ 　マサアキ リッキー 　シェパード
ミューズクラブ宇治店 オオイシ 　セイジ シモムラ 　カズヤ キシモト 　カオリ チャハラ 　セイジ
ミューズクラブ宇治店 イイダ 　ミサト オクムラ 　カイト カワバタ 　ショウタ コスギ 　ケンタ
ミューズクラブ宇治店 ミヤコ 　ハルミ タナカ 　コウタロウ ナカムラ 　ケンタ ハシモト 　ケンヤ
より道  ⾨門真店 ノグチ 　コウジ オオヤマ 　ナツコ タケモト 　シンジ ウエキ 　トシユキ
尚希苑 ミナミ 　ケンジ ニシグチ 　ショウタ トウマエ 　シズカ カシモト 　リョウ
尚希苑 マツキ 　クニヒコ フジモト 　カズヤ サカイ 　ミヤコ アオエ 　ユキ
尚希苑 トモダ 　ナオキ スガワ 　サワコ スガワ 　サトシ スガワ 　キヨシ

すりーすたいる ウエダ 　ヒロフミ フルタニ 　ナオヒコ ホリ 　ヨシユキ ヤマグチ 　サキ


