
エントリー店舗 yogi Player 2

Link 北千住 コダマ　リョウタ タナカ　ユウイチロウ

Link 北千住 マツクボ　トモ トヨダ　ヒロユキ

Bar Ciel マルヤマ　マキ フクダ　メグミ

Bar Ciel アキタ　カツトシ シノザキ　ノリオ

Bar Ciel エチゼン　オサム アキモト　ヒトシ

Bar Ciel スズキ　トモヤ ムラヤマ　シオリ

Bar Ciel イシワタ　ケンイチ コヤマ　タツヤ

Bar Ciel サトウ　ケイスケ コバヤシ　コウジ

Bar Ciel ムトウ　リョウジ オオバ　アツヒコ

Bar Ciel オオタ　マサタカ コバヤシ　アキラ

Bar Ciel タケダ　マサキ タケダ　ユキコ

Darts Bar ALBA シバタ　ケイスケ カワノ　レイモン

Darts UP　赤羽 クロサワ　リョウスケ シンドウ　タクヤ

Darts UP　赤羽 ヤマダ　ノゾム エンドウ　ケンスケ

Darts UP　赤羽 ナガオ　マサアキ ハニュウダ　サトシ

Darts UP　赤羽 コニシ　サトル ナガタニ　ヒロフミ

Darts UP　赤羽 アイザワ　ヒデナリ シミズ　クニヒコ

Darts UP 綾瀬 ツルヤ　タクミ イノウエ　ナオコ

Darts UP 綾瀬 サトウ　タクヤ タカハシ　シゲル

Darts UP　錦糸町 スズキ　タカユキ キモト　コウヘイ

Darts UP　錦糸町 ヒラヌマ　ダイスケ マツバラ　ミツコ

Darts UP　錦糸町 ヨシオカ　シュウマ イイノ　ヒナコ

Darts UP 新橋 ハヤシ　サトシ ヒラノ　ヨシヒサ

Darts UP 東京八重洲 ミヤギ　タツヤ ミヤギ　ナギサ

Darts UP 東京八重洲 イガラシ　ミナ フカザワ　トモユキ

Darts UP 西葛西 ハギハラ　リュウト イワセ　タクミ

Darts UP 西葛西 スガイ　マサカズ サイトウ　リョウタ

Darts UP 西新宿 ナミキ　タカヒロ シラカワ　ライタ

Dining & Darts Bar RIGEL ジングウ　タク カノイ　アヤノ

M.s Style カンノ　ユミコ マツバ　ユイ

M.s Style サガエ　タケシ オオシマ　ミキ

M.s Style サカイ　アツシ イケザワ　シュウイチ

M.s Style イデ　ジュンジ クリハラ　トシアキ

M.s Style ヤマダ　マサヒロ イヅキ　リョウタ

PIZZA ＆ SPORTS BAR VIVO サイトウ　カズユキ ワタナベ　ツバサ

PIZZA ＆ SPORTS BAR VIVO フジイ　ヤスノリ フクダ　リュウノスケ



ZICCA カミオ　タケフミ イチカワ　ユウタ

ZICCA ショウ　マナミ ワタナベ　トモコ

ZICCA ハスミ　ヒデアキ オカムラ　サオリ

ZICCA カンノ　タカフミ タカハシ　ハルオ

ZICCA モリヤ　トシキ タガヤ　ミサト

ZICCA ナガイ　サキ ウダ　マサシ

ZICCA キシ　リョウスケ ハシモト　カズトシ

ダーツカフェ　イワオ イノウエ　シンタロウ ミサカ　アツロウ

飲み矢FreeStyle セキネ　ダイスケ ホシ　カツミ

飲み矢FreeStyle カザマ　アツシ キタジマ　アイ

飲み矢FreeStyle タカオ　アツシ マキノ　マサアキ

飲み矢FreeStyle アサカ　ユウキ ナリジカ　ケイコ

FUN 経堂 スズキ　シン ウエダ　ユウジ

Hide Out　新宿店 フジオカ　ヤスヒロ ズ　ヒョンミク

BAR HONU サノ　リョウスケ ムラエ　リョウ

BAR HONU ツジムラ　トモノブ ナガ　シンヤ

HAT TRICK ハギノヤ　タクロウ タカイシ　ケンタ

HAT TRICK コンドウ　シュンスケ セキネ　ジュンイチ

フリークス　草加店 ナカムラ　シュンタロウ ハヤシ　ヒロユキ

花屋のぷぅ&かふぇ イシカワ　カズヒコ フジタ　ヨシヒロ

Sport's　Bar　兜 ナンブ　トモユキ カミジョウ　チアキ

ダーツショップ　ナチュラルナイン　池袋店 イシダ　ノリコ イズタ　ナオミ

Cross Road ヨシムラ　ナオコ ノグチ　ナオト

ポイント　柏 ミキハラ　タツヤ ナクイ　ユウ

Head Rock×JACK イトウ　コウ マエザキ　ミサト

Head Rock×JACK タベ　シュウイチ カジワラ　カズヒロ

Head Rock×JACK クラウチ　リョウ カトウ　ダイキ

Cross Design Creation アカホリ　ハルキ ハセガワ　ミズキ

Cross Design Creation サトウ　フミヒコ イノウエ　ショウ

Cross Design Creation タニグチ　コウ モリオカ　サトミ

delta OMIYA in Hive ユ　ジャウエイ クマサカ　ナオキ

delta OMIYA in Hive ヤマモト　ヨシト ヤギ　シュンペイ

モダンタイムス蕨店 マツイ　サトル タケダ　イツミ

Bee　大宮 イイジマ　シズオ ワタナベ　レイナ

Bee　大宮 ヨネネダ　タカヒロ セキネ　アヤ

ダーツ　ハイブ　池袋西口店 エンドウ　アツシ エンドウ　ルミ

大塚　café ANANA ヤマモト　マイ サメジマ　セイイチロウ



大塚　café ANANA キタザワ　テツヤ ササキ　ユウヨウ

大塚　café ANANA チャバタ　ケイスケ コジマ　ハルカ

大塚　café ANANA カタヤマ　シゲル ハラ　タケシ

大塚　café ANANA コウダ　ヒサシ スギオ　ケンジ

ダーツ　カフェ　デルタ　立川店 ノグチ　ショウタ ツチダ　シンヤ

町田　Café ANANA サトウ　ミノリ マツモト　カズマサ

Head Rock×JACK ウラベ　ヨウヘイ イトウ　ケンイチ

ダーツカフェ　デルタ　浅草橋店 ヒグチ　フミヒデ カトウ　カツヤ

Darts UP 西葛西 ナナキダ　ダイチ タケハラ　ミサキ

ON LIMITS ハセガワ　ヨウイチ イナガキ　リサ

ON LIMITS キタノ　タカユキ シンザ　サヤカ

ON LIMITS タナカ　ユウジ シライ　セイヤ

ON LIMITS ナリタ　トモヒロ コガ　ヤスタカ

ポイント国立旭通り店 ムラノ　マリ ナカムラ　アスカ

カラオケ　K-Cruise ナガオカ　コウヤ コバヤシ　チハヤ

カラオケ　K-Cruise サトウ　ノゾミ イケダ　チカ

i Darts TOKYO ササキ　タケル シミズ　ショウゴ

i Darts TOKYO サトウ　タクミ イセト　キョウスケ

i Darts TOKYO スズキ　タカフミ キムラ　アイ

i Darts TOKYO ツツミ　トシユキ カマタ　アキエ

i Darts TOKYO ミノワ　ヨシユキ スミヤ　ヨシユキ

i Darts TOKYO タケゾエ　トモキ ムラセニ　チカ

i Darts TOKYO イシタ　ヨウコ オオヤ　ジュンコ

ダーツカフェ　デルタ　亀戸店 ニイクニ　コウタ ナカムラ　ヒロキ

ダーツカフェ　デルタ　亀戸店 ハラダ　タクミ アキモト　サオリ

ダーツカフェ　デルタ　亀戸店 オオヌマ　アキフミ マエサワ　アヤカ

SPORTS BAR GATE スダ　マサシ オカモト　アツシ

SPORTS BAR GATE コヤマ　トモヨシ シイナ　ユウスケ

Darts UP 飯田橋店 ツボタ　ユウキ テラカワ　アキホ

Darts&Beer JIGEN シイハラ　マサキ コンノ　ミナミ

Darts&Beer JIGEN カワムラ　シンスケ タナカ　カツヨシ

Darts&Beer JIGEN サトウ　カナミ ヨコセ　シゲキ

Darts&Beer JIGEN オダ　キヨシ オサカベ　ヒデタカ

Darts&Beer JIGEN イトウ　ヒデカズ スギサキ　ハルミ

Darts&Beer JIGEN スギヤマ　アキラ サトウ　ツトム

ビリヤード　ヤマニ ミナト　タツヤ コウノ　ユウヤ

ビリヤード　ヤマニ カワテ　トモハル タカトリ　ヒカル



Darts UP 西新宿 ヤマカワ　トオル ハシモト　ケンタ

Darts UP 飯田橋店 フクダ　テツヤ サトウ　ダイキ

Darts UP 飯田橋店 オオタキ　ユウジ キシベ　ヒロアキ

サンパーク中央口店 タケダ　シンイチ タナカ　コウシロウ

white horse ハガ　ショウヘイ カワシマ　ユウタ

α -BET カワシマ　カズオ ワタナベ　ユウタ

BARREL 竹ノ塚店 ナリタ　ダイスケ ヨシダ　シンゴ

BARREL 竹ノ塚店 サイトウ　タツヤ セキヤマ　ショウタ

Darts Bar ALBA アリタ　ナオキ ウシヤマ　ヨシヒロ

ビリヤード　ヤマニ ナリガサワ　ヒロミ ヨシダ　ユカリ

Billiards&Darts EAST ヨコタ　リョウ アキバ　ユウキ

Billiards&Darts EAST アンドウ　シモン ヤマノウチ　ケイタ

Darts UP 秋葉原店 ハヤマ　ジビン クロサワ　メグミ

Darts UP 秋葉原店 ツシマ　ミノル タマコシ　コウイチロウ

Darts UP 秋葉原店 モリヤ　ユウタ スギオ　ユウイチ

ダイニングキッチンゴリラ ハマカワ　マサヨシ ムラモト　ユウミ

ダイニングキッチンゴリラ ニシモリ　ショウタ コバヤシ　アユミ

ダイニングキッチンゴリラ キクチ　ジュン ハヤシ　ユカリ

ダイニングキッチンゴリラ ヤマザキ　シンジ タガワ　ダイスケ

ダイニングキッチンゴリラ カタオカ　ヨシヒロ ミヤザワ　ナナエ

ダイニングキッチンゴリラ ミズノ　ヒロム コニシ　ヨシフミ

ダイニングキッチンゴリラ ワタナベ　ノリヨシ サクマ　ナオミ

ダイニングキッチンゴリラ ヨコヤマ　テルアキ ヨコヤマ　ナオキ

ダイニングキッチンゴリラ ニホンヤナギ　マモル オオバ　ヒデタカ

ダイニングキッチンゴリラ フジマツ　タクヤ タカハシ　ヨシテル

ダイニングキッチンゴリラ ノザワ　ユウイチロウ オオカワ　タケシ

ダイニングキッチンゴリラ ツキオカ　ダイ キグチ　ナナ

Darts UP 小岩店 ヨシエ　カズマサ ワタナベ　イツキ

Darts UP 東京八重洲店 サトウ　カズユキ サトウ　リエ

NORTH.T.DARTS ササキ　ミノル イシダ　ユウコ

NORTH.T.DARTS オカモト　マリ イノウエ　ミホ

夜さ来い オイカワ　ヒサシ サトウ　マモル

夜さ来い オオヤマ　マサヨシ シミズ　ミツハル

夜さ来い スヤマ　アツキ イナバ　ユウヤ

夜さ来い ヤマダ　ダイサク コバヤシ　ヒロキ

夜さ来い カワサキ　ハアト クスミ　シホ

プレイファスト ナカムラ　コウヨウ トマリウチ　リョウ



プレイファスト クラモチ　ミツユキ ノグチ　ヨシユキ

Darts UP 新宿靖国通り店 ホカリ　ミチト ホカリ　マサト

Darts UP 新宿靖国通り店 イシダ　アキラ ナカムラ　ケン

ポイント都賀店 サトウ　ユウヤ スズムラ　コウスケ

delta OMIYA in Hive コイケ　シュンスケ ミヤジマ　コウジ

Unison池袋 モチヅキ　ケンイチロウ カワムラ　シンペイ

ダーツハイブ秋葉原店 タカハシ　リョウタ ヨシダ　タクヤ

Hide Out　赤羽店 タケバヤシ　リョウ シナガワ　ミヤ

BARREL 竹ノ塚店 ツルタ　ゼンタ ヒダカ　マユ

i Darts TOKYO イノウエ　キョウスケ タキガワ　リエ

ダーツ　ハイブ　池袋西口店 カトウ　タツキ モリナガ　コウイチ

ナチュラルナイン池袋店 ハシモト　セイヤ ヒラシマ　サキ

ONE CHANCE ヤマダ　コウヘイ サトウ　トモユキ

ONE CHANCE トヤ　ツネカツ ヤマグチ　マイ

ONE CHANCE アオヤマ　タダヒロ フジムラ　ツヨシ

delta OMIYA in Hive ハマダ　コウヘイ コン　マサキ

ダーツカフェ　デルタ　亀戸店 ヨコタ　タケシ ニシムラ　リョウヘイ

Bar Ciel ヨシダ　タカノリ タカノ　カツハル

Pool&Darts EDGE ウチヤマ　コウジロウ ナカザキ　ジュン

Pool&Darts EDGE アオキ　モトジ タカハシ　ユウスケ

プレイファスト ムラカミ　ナオユキ フクナカ　ケンジ

delta OMIYA in Hive タジマ　フミアキ カワシマ　タクヤ

ダーツカフェ　デルタ　目黒店 アリイズミ　トオル コヤシキ　ケイタ

FUN 中河原店 アオキ　コウヘイ シバタ　シュウスケ

Garret オノザト　サトル シライ　ウキョウ

ポイントブレイク三軒茶屋 イデ　リュウジ マツイ　ミク

evu スズキ　トシアキ イトウ　アキヒロ

Darts UP 新宿靖国通り店 キモト　ユウキ ツノダ　タツヤ

ダーツハイブ新宿東口店 キクチ　ユウスケ マツヤマ　タカユキ

カフェレストラン　たまーる ツルオカ　テルヒコ ゴセキ　ヒデト

カフェレストラン　たまーる タカシマ　ミツル タカシマ　タエコ

Raku Darts シモカワ　マサキ タキシリ　ユウト

Darts UP 新橋 フジエ　マサト ヤマダ　タツヤ

Darts UP 五反田店 ミウラ　シホ サイトウ　ユウキ

NORTH.T.DARTS タナカ　ミツアキ シバタ　ユウゴ

NORTH.T.DARTS サワダ　ヨスケ ヤナギバシ　リョウ

Darts UP練馬店 サトウ　ヨシトモ コクブ　エリナ



CAFE BAR SHOWA ワタナベ　ヨシヒロ ナカムラ　マサミ

delta OMIYA in Hive ホウザキ　リュウイチ ササキ　リュウタ

Darts UP 西新宿店 ヤギュウ　サオリ ヨゴ　チナミ

i Darts TOKYO イチカワ　ヒロユキ カトウ　シンタンロウ

Dining & Darts Bar RIGEL アサクラ　ヒサタダ アサクラ　タカコ

Darts UP 中野店 モリタ　マサヒロ イシイ　シンノスケ

Darts UP 中野店 ナカガワ　シンゴ オガワ　マサヒロ

Darts UP 西新宿店 タヌマ　マサキ ナツイ　リナ

Bar GLOSS タザワ　ハルキ リキマル　ヒデカズ

Bar Ciel ヤマカミ　タカヒロ ヨコヤマ　ユウヒ

Bee　大宮 ハギワラ　ヒロノブ シマザキ　タケオ

PIZZA ＆ SPORTS BAR VIVO ヨギ　ユウキ オオタキ　サキ

Sion トミザワ　マサト サイトウ　カケル

FUN 中河原店 ヒロタ　ユウト モリタ　ユウジ

white horse マスジマ　ナオト スガヌマ　キヨハル

ダーツカフェ　デルタ　浅草橋店 オオノ　マナブ タケウチ　シュウヘイ

Dining & Darts Bar RIGEL スズキ　カズト オオシロ　サトシ

Darts UP 中野店 グエン　ハ　ホハン フルカワ　チハル

Darts UP 東京八重洲店 ヨコヤマ　タカシ アオシマ　ツバサ


