レベルMAX 受付時間 9:00～9:45
ID

MAX

Player 1

Start 10:20 予定

Player 2

エントリー店舗

001 エチゼン オサム

ヤマグチ カイ

BarCiel

002 シバタ ケイスケ

カワノ レイモン

Darts Bar ALBA

003 マスジマ ナオト

スガヌマ キヨハル

white horse

004 サカグチ ショウタロウ

イナバ ヨシタカ

イーグルA青葉台

005 ソノダ カナメ

サタケ ヨシカズ

white horse

006 ホソヤ ケイタ

マツモト トモヤ

211club

007 カノウ コウジロウ

タケウチ マコト

TRIBE!

008 キムラ トシヒコ

ウチノウ ヒロタ

サンパーク中央口

009 フクダ シュウヘイ

イソダ シンイチ

BLACK MONKEY

010 ハタケヤマ ハルヤ

タカシマ ダイスケ

BULAN

011 サトウ イサオ

マエザト ショウマ

THREE HEAVEN

012 アキバ ムダイ

オガワ マサヒロ

DartsUP 中野店

013 イノウエ タクト

イノウエ シンヤ

Billiards&Darts Coconut

014 トダ タカヒロ

スズキ チハル

50's

015 サトウ ユウタ

サイトウ タツヤ

Darts Cafe COCOwa

016 フジイ ヤスノリ

ヨギ ユウキ

PIZZA&SPORTS BAR VIVO

017 ノダ マサアキ

ニシクボ ユウト

TRIBE!

018 テラジマ ナオト

オダクラ カズキ

zac ca

019 マキタ サダハル

クロサキ タイセイ

SPORTS BAR GATE

020 アベ ヒロユキ

サトウ マサアキ

DartsUP 西葛西店

レベル９ 受付時間 14:00～14:45
ID

9

Player 1

Start 15:00 予定

Player 2

エントリー店舗

901 カザマ アツシ

アイザワ ユウジ

飲み矢FreeStlyle

902 カクダ ミノル

ホシノ アキヒロ

Sole Reef

903 オシダ カツオ

タザワ ヒデキ

Player's Cafe STYLE

904 シシクラ ジュン

ナカヤ アキラ

トレスクエアおゆみ野

905 シバヌマ ケント

カネコ タクミ

DartsUP 綾瀬店

906 ヒラノ タカシ

ツジ マサヒコ

B'FLATT

907 タムラ マサヒサ

イイハマ ケンジ

Club House 夢幻

908 エザキ ナオヤ

ゴトウ ハヅキ

Darts Bar ALBA

909 カワラダ ツヨシ

スギノモリ ワタル

DARTSBAR SUNS

910 フジサワ ジン

ミヤギ タツヤ

DartsUP 竹ノ塚店

911 ニシヤマ ジュンペイ

カナマル リョウ

zac ca

912 スミヤ ヨシユキ

イシタ ヨウコ

i Darts Tokyo

913 ヤマウチ ユウト

オミ マリナ

Pool&Darts EDGE

914 カワイ キクジ

ナカヤマ トモエ

BarCiel

915 ツボタ ユウキ

キシベ タカアキ

DartsUP 飯田橋店

916 クドウ オサム

ナカムラ アスカ

ダーツ＆洋風居酒屋ムッシュサンテ

917 マキノ トモカズ

スドウ リョウスケ

バンガラング守谷店

918 コズキ シュウヘイ

マツモト ヒロユキ

DartsUP 五反田店

919 イワタニ ユウト

フジクラ ジュン

i Darts Tokyo

920 サクライ タクヤ

イシイ イッペイ

JACK溝ノ口店

921 ミウラ コウスケ

ツダ シホ

YOKOHAMA BULLSHOOTER

922 ムラカワ ユウヤ

ママダ ゲンタ

DartsUP 錦糸町店

923 ハギハラ リュウト

フジワラ ヨシヒロ

DartsUP 西葛西店

924 ナミキ ハヤト

チネン リョウジ

Bar Ciel blue

925 エンドウ ヒロヒサ

ササキ タツオミ

FUN中河原店

926 マツイ ヒロシ

ナカダ タカユキ

JACK目黒店

927 マルヤマ モトフミ

コバヤシ ヤストモ

zac ca

928 サルワタリ コウジ

テラサキ ショウ

カフェレストランたまーる

929 サキヤマ カズキ

マツナガ リョウタ

ポイント湘南台西口店

930 エンドウ ユウヤ

タニウチ ケイスケ

JACK溝ノ口店

931 タカモリ ケイタ

オオタバラ ユウジ

270°

932 ヨシダ ユウキ

ヒハラ コウタ

トレスクエアおゆみ野

レベル８ 受付時間 13:30～14:15
ID

8

Player 1

Start 14:30 予定

Player 2

エントリー店舗

801 サカヨリ ダイチ

ワカモト キョウスケ

トレスクエアおゆみ野

802 マツシタ マサユキ

キクチ カズノり

Bar Garden

803 タカギワ ハルキ

カマタ マサタカ

Bar GLOSS

804 ワタナベ ヨシヒロ

ナカムラ マサミ

CAFE BAR SHOWA

805 マツシマ リョウゴ

ホウジョウ カツヒｒサ

Darts Bar ALBA

806 ナカジマ ショウタ

キタムラ リョウスケ

JACK目黒店

807 オチアイ ショウゴ

イシカワ キョウヘイ

zac ca

808 ナカセコ ミチノブ

テヅカ マサキ

zac ca

809 セシモ アツシ

スガノ クラト

カラオケ＆ダーツ D’ｓ鶴見

810 ハマノ タカヒロ

ウエタニ ショウタロウ

ブーメラン

811 イチカワ アイコ

エモリ ノブアキ

DartsUP 西葛西店

812 ヨシダ モトキ

ヤマウチ アイ

SPORTS BAR GATE

813 クボ ナオキ

オカ ケンタロウ

ビリヤード＆ダーツ MECCA

814 フジサキ ダイスケ

ムトウ リョウ

Prendre

815 スギタ ケンスケ

モリオカ サトミ

Cross Design Creation

816 マキノ トモヒコ

ハナザワ ヒデノリ

FUN久我山店

817 コガ キヅキ

アベ チヒロ

トレスクエアおゆみ野

818 メグロ ユウスケ

キンジョウ カンナ

SPORTS BAR GATE

819 ヒガシジマ リョウヘイ

モトカワ ヒカル

FUN久我山店

820 サトウ タクヤ

フジムラ タケヒロ

DartsUP 綾瀬店

821 シロタ マナブ

キシモト ユウジ

Bar GLOSS

822 ヤマカミ タカヒロ

ヨシダ リョウ

BarCiel

823 ハヤマ ジビン

クロサワ メグミ

DartsUP 秋葉原店

824 ムラヤマ ケント

イマセ タマル

DartsUP 秋葉原店

825 クラモチ セイヤ

サカイ ユウヤ

DartsUP 飯田橋店

826 オオツキ マサツグ

アキホ ミツトシ

GARUDA

827 サイトウ ヒデキ

ヒサユキ ノブオ

i Darts Tokyo

828 スズキ リュウト

ハヤシ ノゾミ

JACK水道橋店

829 イシダ リョウヘイ

イナガキ トオル

PIZZA&SPORTS BAR VIVO

830 サイトウ カズユキ

ワタナベ ツバサ

PIZZA&SPORTS BAR VIVO

831 カワシマ ヒサシ

ウジイエ ナオ

Tanos Cafe

832 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

レベル７ 受付時間 13:30～14:15
ID

7

Player 1

Start 14:30 予定

Player 2

エントリー店舗

701 コマガタ ノブヒロ

ヨシオカ サキ

ダーツカフェデルタ新小岩店

702 ワダ タケシ

オオタケ ジュン

ダーツバーAnpiece

703 ハセガワ トオル

チバ マサコ

FUN鶴見店

704 フジダ ナオキ

オダギリ ヒカル

DartsUP 五反田店

705 シバヤ ユウイチロウ

フジワラ ツヨシ

Billiards&Darts Coconut

706 ナカヤ イッペイ

スズキ アサミ

カラオケ＆ダーツ D’ｓ鶴見

707 タマイ フミト

フジモト タケヒコ

SPORTS BAR GATE

708 フクニシ ツネヒト

サエグサ アキラ

JACK町田店

709 アンドウ トオル

キモト ユウキ

ＤａｒｔｓＵＰ 靖国通り店

710 オイカワ ヒサシ

ナガタ タイチ

夜さ来い

711 オオヤマ マサヨシ

シミズ ミツハル

夜さ来い

712 スガハラ トモヤ

サカモト マサユキ

Bar Ciel blue

713 ハマオカ マナブ

マツヤマ タイチ

Bullet

714 ウメダ コウタロウ

ウチマ トモフミ

GARUDA

715 マエジマ ヨシヒト

ツカモト マイ

GARUDA

716 スズキ タカフミ

ハマノ ダイチ

i Darts Tokyo

717 マツダ リョウ

サトウ リン

DartsUP 新橋店

718 キクナガ マサシ

トヨダ タカユキ

ダーツカフェデルタ 浅草橋店

719 コイソ シンタロウ

ミウラ チカ

ビリヤード＆ダーツ MECCA

720 タケハラ ミサキ

ナナキダ ダイチ

DartsUP 西葛西店

721 ナミキ タカヒロ

ヤギュウ サオリ

DartsUP 西新宿店

722 オオサワ タケシ

イシカワ リョウ

Darts Bar ALBA

723 オノハラ コウスケ

ホリコミ テルマサ

DartsUP 綾瀬店

724 エビサワ ダイキ

スギムラ ミズキ

FUN中河原店

725 コバヤシ コウジ

オオキタ サキ

GARUDA

726 スギモト リサ

サトウ タカヒロ

Hide Out 新宿店

727 ササキ タケル

シミズ ショウゴ

i Darts Tokyo

728 オノ アスカ

シノハラ ヒロシ

LINK和光市

729 ハセガワ ヨウイチ

キタノ タカユキ

ON LIMITS

730 ヤナギサワ ヒロカズ

フクダ リュウノスケ

PIZZA&SPORTS BAR VIVO

731 タカノ テッペイ

イハ シンヤ

TRUE BLUE

732 フカサワ カンジ

スズキ サツキ

TRUE BLUE

733 ナカタ アツノリ

ハマダ ミツル

VISITOR

734 イトウ カズホ

カナモリ シュンスケ

zac ca

735 ムラカミ トモノリ

ハラ メグミ

zac ca

736 アメミヤ ランル

タグチ キョウコ

あそびばHOTSPACE

737 スズキ ショウジ

ワラシナ タケオ

ミスターキューズスリー

738 ウエザワ ヒデノリ

ナカダチ トシオ

DartsUP 小岩店

739 シミズ トオル

チカザワ ヤスユキ

Sion

740 ホシ ノリユキ

ミヤザト ユリエ

ダーツカフェデルタ 浅草橋店

741 ハヤシ ユウタ

ミズモト タカシ

ナチュラルナイン池袋

742 イシカワ タカユキ

アベ タツヤ

Cross Design Creation

743 イデ リュウジ

マツイ ミク

プレイヤーズバーポイントブレイク

744 イトウ マサユキ

シズヤ ホナミ

Head Rock×JACK

745 ナガセ トモオ

タンノ ユウタ

Head Rock×JACK

746 シイナ ユウスケ

コヤマ トモヨシ

SPORTS BAR GATE

747 カキノキ ダイキ

ヤマオ タカシ

ダーツカフェデルタ 浅草橋店

748 ヤハタ ユウスケ

ハシモト ケンタ

DartsUP 西新宿店

レベル６ 受付時間 13:00～13:45
ID

6

Player 1

Start 14:00 予定

Player 2

エントリー店舗

601 ウチヤマ マサヒロ

ナカムラ カズキ

DartsUP 小岩店

602 イチムラ カツノリ

キシ ダイキ

JACK大船店

603 オイヌマ タイチ

ムラコシ ユミコ

Bar GLOSS

604 カワウチ サトシ

クラタ タツヤ

BarCiel

605 イシイ ケンタロウ

モリモト ケイ

BULAN

606 ワキザカ モトヒロ

ヨシダ タロウ

CHALKIES

607 ミカミ タカマサ

ムラタ ユウイチ

Darts Cafe COCOwa

608 キノシタ アキヒロ

キノシタ カオリ

DARTSBAR SUNS

609 オカベ マサヒコ

サイトウ ケイタ

evu

610 マエダ マコト

クマカワ マサノリ

HAPPY HAPPY

611 モリタ アイリ

イナミネ モリタカ

Hide Out 新宿店

612 マスブチ ヒサカズ

ハラヤマ タクヤ

i Darts Tokyo

613 シモヅ フミヒロ

ミヤザキ チヒロ

JACK目黒店

614 クギミヤ ヤスタカ

サトウ ハヤト

La'ma lama 関内店

615 アリムラ ナギサ

オオタ ハルヒコ

THREE HEAVEN

616 ナカムラ カズマサ

キンジョウ カズキ

TRUE BLUE

617 サイトウ エリカ

オオコシ マミ

yokohama honey's cafe

618 ニシザワ ユウシ

ハギリ リュウヤ

zac ca

619 ネモト アキラ

キムラ ユウキ

zac ca

620 イシマル トシユキ

フナヤマ ミノル

ポイント千葉店

621 ヨシオカ シュウマ

コンノ モトヤス

DartsUP 錦糸町店

622 ハラダ ヤスヒロ

フジタ リヨ

DartsUP 五反田店

623 イワグチ ユウタ

ナミキ アキエ

DartsUP 東京八重洲

624 ナミキ ダイゴ

イイノ ヒナコ

DartsUP 錦糸町店

625 ミトミ ユリコ

イチハラ シゲキ

DartsUP 小岩店

626 アサノ キョウヘイ

ババ ヨウヘイ

SPORTS BAR GATE

627 トマル マサキ

アリムラ ケンタロウ

FUN久我山店

628 カマタ リョウヘイ

コイケ ヒロム

DartsUP 秋葉原店

629 オカベ ミツヒコ

イソベ ヒサシ

Head Rock×JACK

630 クラマス タカシ

コウモト ユリエ

i Darts Tokyo

631 イシカワ ユタカ

ヤスダ カズマ

アビーム

632 アサノ ショウタ

オオトリイ マサル

DartsUP 秋葉原店

633 オカモト アツシ

オヤマ コウタ

SPORTS BAR GATE

634 オオシロ ユウト

ワタナベ ユウキ

Triple Crown 湘南

635 ニシヲリ エイスケ

フクイ クニアキ

Bobby's Cafe

636 ヒグチ マミヒデ

カトウ カツヤ

ダーツカフェデルタ 浅草橋店

637 シバタ ジョウスケ

キダ ルウリ

Darts Bar ALBA

638 スズキ タカユキ

ヤマモト マイ

DartsUP 秋葉原店

639 フルヤ タイゾウ

ツチダ ユリコ

DartsUP 秋葉原店

640 アオシマ ツバサ

ツシマ ミノル

DartsUP 秋葉原店

641 スズキ トシアキ

ウエノ タツヤ

evu

642 ミヤベ カツセ

チクダ ユウヤ

freccia

643 タカハシ ヨシカズ

キヨミヤ エリ

GARUDA

644 クロサワ タダシ

イトウ ケンイチ

Head Rock×JACK

645 タベ ショウイチ

カジワラ カズヒロ

Hide Out 川口店

646 スズキ シュウイチ

ナガシマ ヒロカツ

Hide Out 新宿店

647 トマツ アツシ

オガワ マミ

JACK水道橋店

648 ハナダ ヨシヒサ

イチオカ ミカ

JACK水道橋店

レベル５ 受付時間 13:00～13:45
ID

5

Player 1

Start 14:00 予定

Player 2

エントリー店舗

501 クラモト リョウヘイ

オオシロ サトシ

RIGEL

502 ササキ マサノリ

イハ アヤメ

TRUE BLUE

503 スギイ タケノリ

テラサキ カスミ

zac ca

504 ツルオカ テルヒコ

サカイ ヒデノリ

カフェレストランたまーる

505 サクマ カズフミ

ナカジマ ヤヨイ

サンパーク中央口

506 ホシ カツミ

タカオ アツシ

飲み矢FreeStlyle

507 トミナガ ショウゴ

カザマ タカユキ

ミスターキューズスリー

508 サトウ フミヒコ

イノウエ ショウ

Cross Design Creation

509 スズキ トモヤ

オオタ マサタカ

BarCiel

510 オオハシ タカヒロ

ヨシムラ ナオコ

Cross Road

511 ムトウ リュウジ

オオバ アツヒコ

BarCiel

512 ミカミ モトキ

イノウエ シンジロウ

i Darts Tokyo

513 コハラ シンイチロウ

ムラヤマ シオリ

BarCiel

514 マツモリ リョウスケ

カイ アンナ

DartsUP 秋葉原店

515 ツツミ トシユキ

カマタ アキエ

i Darts Tokyo

516 ドヒ タカオ

コン シュウヘイ

Prendre

517 リ ジュンジェ

ニシキオリ ミヅキ

ナチュラルナイン池袋

518 イシダ サトル

サワザキ マサオ

Rising

519 カンベ リョウスケ

ソガワ リョウ

ダーツカフェデルタ 浅草橋店

520 ヤナイ トモカズ

オオシマ アイ

Pool&Darts EDGE

521 オオイケ カスミ

スズキ アイ

211club

522 コバヤシ コウジ

アゼガミ カオル

BarCiel

523 ホソカワ トシキ

マツノ トモヒロ

Billiard Studio-Ace

524 アライ ダイスケ

ホリエ マユミ

Bullet

525 アサカ ミチヤ

シンドウ ヨシミ

ＤａｒｔｓＵＰ 靖国通り店

526 トマベチ マサヤ

トマベチ ユカリ

evu

527 アベ コウジ

ナカムラ カズキ

GARUDA

528 ナガタ ユウタ

セキネ マリ

Head Rock×JACK

529 ワダ マサシ

ナカニシ タツヤ

Hide Out 新宿店

530 ヨシザキ アキヒロ

イケザワ エミ

TIP-TOP DINER

531 イシハラ カンシ

フクダ ノゾミ

TRIBE!

532 オカダ カズヤ

ダテ ガク

zac ca

533 イケダ ユウジ

フジカワ ヒロユキ

カラオケ＆ダーツ D’ｓ鶴見

534 オオイシ ケンセイ

イケガミ ショウコ

ダーツカフェデルタ亀戸店

535 シンドウ トシアキ

イシヤマ アオバ

ダーツバーAnpiece

536 タカハシ タカヒロ

タカハシ チヒロ

ダーツハイブ仙台駅前店

537 カタオカ ヨシヒロ

タケダ リョウスケ

ダイニングキッチンゴリラ

538 タダ ミツヒロ

ゴトウ チエコ

ミスターキューズスリー

539 ヤマダ ノゾム

エンドウ ケンスケ

DartsUP 赤羽店

540 マツイ サトル

オギヤマ タカシ

PLAT

541 イシグロ トモハル

コマツダ エリ

JACK溝ノ口店

542 スミノクラ ユウキ

ナラ アユミ

i Darts Tokyo

543 イシダ アキラ

ナカノマタ タカフミ

ＤａｒｔｓＵＰ 靖国通り店

544 スギヤマ マサタカ

キタデ カズマサ

DartsUP 小岩店

545 キンバラ ヒデオ

キヨタ アキ

BLACK MONKEY

546 スダ マサシ

クボ マサヒロ

SPORTS BAR GATE

547 マツモト ユウキ

タカハシ カズキ

DartsUP 新橋店

548 ハヤシ サトシ

ハギノヤ タクロウ

DartsUP 新橋店

レベル４ 受付時間 9:00～9:45
ID

4

Player 1

Start 10:20 予定

Player 2

エントリー店舗

401 キシノ マサシ

ネモト エツコ

Pool&Darts EDGE

402 エンドウ アツシ

エンドウ ルミ

ダーツハイブ渋谷店

403 サトウ ダイキ

ニシノ シズカ

DartsUP 西葛西店

404 タナカ タクドウ

ヤナギ メグミ

T-ZONE

405 ツキオカ タクミ

イガラシ ミナ

DartsUP 東京八重洲

406 ミヤタ タカユキ

アカギ ホシミ

Cross Road

407 ハバ タケシ

ウク ノブヒデ

Billiard Studio-Ace

408 サカタ リョウコ

ムカエ マユミ

Billiards&Darts Coconut

409 ナカガワ シゲト

マツオ カオル

DARTSBAR SUNS

410 ヨシエ カズマサ

オヤマ ゴウ

DartsUP 小岩店

411 スエオカ イチロウ

イトウ アキヒロ

evu

412 オオタ トモノリ

サトウ ユウジ

GARUDA

413 アソウ タクヤ

タグチ ユウスケ

GARUDA

414 ハシモト ナオヤ

ヨシダ シン

PIZZA&SPORTS BAR VIVO

415 ツナカワ タイセイ

シロイシ ミカ

RayOut

416 タケダ カズアキ

コマツ テッペイ

VISITOR

417 ウチダ カツヤ

フジイ マリコ

zac ca

418 エンドウ ユウ

アキヅキ カナエ

zac ca

419 スズキ ナオト

ゴセキ ヒデト

カフェレストランたまーる

420 オオヌマ アキフミ

マエサワ アヤカ

ダーツカフェデルタ亀戸店

421 ヨコタ タケシ

ニシムラ リュウタロウ

ダーツカフェデルタ亀戸店

422 ミノワ ヨシユキ

カモシタ マイ

ダーツカフェデルタ立川店

423 セキネ ダイスケ

キタジマ アイ

飲み矢FreeStlyle

424 ノジ サダヒト

ハニュウ ダイスケ

ハイブセカンド

425 ヤマダ タツヤ

フジエ マサト

DartsUP 新橋店

426 オオノ サヤか

ヤオイタ タカヤ

ナチュラルナイン池袋

427 クマガイ トモヒロ

イチカワ マサシ

PLAT

428 タカハシ ユウイチ

ホシ ケンタ

トレスクエアおゆみ野

429 ムラオカ チョウイチロウ

タケダ ケイスケ

270°

430 コヤマ ヨシカズ

タケウチ カオリ

DartsUP 五反田店

431 アリイズミ トオル

タケゾエ トモキ

i Darts Tokyo

432 イナバ ユウヤ

カワサキ ハアト

夜さ来い

433 ハマノ ヒロユキ

サカグチ ユリア

i Darts Tokyo

434 ナカムラ キミヒコ

カサマ ヒロキ

トレスクエアおゆみ野

435 ナガシマ タクミ

イシダ ユウコ

トレスクエアおゆみ野

436 ナイトウ タカヒロ

オガワ ミヅキ

DartsUP 秋葉原店

437 ナカジマ ユウダイ

スズキ モエ

DartsUP 錦糸町店

438 カメヤマ タツシ

タナカ マリ

Bobby's Cafe

439 シノ シンイチロウ

ヒライ アスミ

アビーム

440 ナカムラ マコト

スズキ タツヤ

Pool&Darts EDGE

441 フジサワ アド

ナリタ ダイスケ

DartsUP 竹ノ塚店

442 イケダ アキヒロ

オオカワ ソウヤ

Sion

443 ニシムラ タケル

カケバヤシ エイスケ

トレスクエアおゆみ野

444 ハンダ アキコ

カワイ ヒロユキ

JACK西日暮里店

445 シノザキ ノリオ

フクダ メグミ

BarCiel

446 ツジ セイキ

カンザキ ミズホ

BULAN

447 サトウ モモノリ

イズミ ケイイチロウ

DartsUP 竹ノ塚店

448 ホシノ ヨシモリ

ジョウジ マナミ

GARUDA

レベル３ 受付時間 9:00～9:45
ID

3

Player 1

Start 10:20 予定

Player 2

エントリー店舗

301 オガワ ユウジロウ

エグチ アキヒロ

GARUDA

302 イワセ タクミ

イイヅカ アキヒト

One Chance

303 オグラ ショウヘイ

ナガセ メグミ

palace

304 ヤマモト ケンゴ

シシクラ ユキオ

カフェレストランたまーる

305 タイラ エミコ

カトウ エイゴウ

ダーツバーAnpiece

306 フクズミ ユウスケ

ニシダ ハヤテ

ポイント千葉店

307 ナカイ ヒロカズ

コバヤシ アツシ

Prendre

308 ヒラヌマ ダイスケ

マツバラ ミツコ

DartsUP 五反田店

309 ニシムラ ソウスケ

サイトウ ハジメ

i Darts Tokyo

310 ヨシコ カズナル

ササキ ユウリ

DartsUP 中野店

311 ナカニシ リエ

サトウ カズユキ

DartsUP 東京八重洲

312 カワイ タクヤ

ナカジマ アユミ

360°

313 キタワキ リュウジ

マルヤマ タカキ

DartsUP 小岩店

314 アサミ マコト

アサミ カズミ

カフェ blue moon37

315 スヤマ アツキ

マツダ カズキ

夜さ来い

316 モリタ タイセイ

クドウ ユウスケ

Prendre

317 ワタナベ リョウスケ

タナカ ケイ

Prendre

318 ヤマザキ シンジ

タガワ タイスケ

ダイニングキッチンゴリラ

319 カトウ ジロウシゲツナ

オガワ ミキ

i Darts Tokyo

320 トヤマ ハルコ

タナベ トモヒロ

Bar Ciel blue

321 モリ タカトシ

カタオカ カズヒロ

Bar Ciel blue

322 タカセ ヤスヒロ

イイヤマ ショウ

BarCiel

323 オオツ シゲユキ

ヨシハラ アツシ

ＤａｒｔｓＵＰ 靖国通り店

324 ヨシナリ トシマサ

スズキ ミヒロ

FUN中河原店

325 ヒワタリ ユウキ

モチヅキ ヨウヘイ

FUN中河原店

326 スギモリ ユウジ

タケノウチ タカシ

i Darts Tokyo

327 ミヤザキ マコト

ヤザキ マサト

i Darts Tokyo

328 ナカムラ タクム

フクシマ カズヒト

PINK

329 クロミ ケンタ

ワナカ ユウキ

PIZZA&SPORTS BAR VIVO

330 オクヤマ ヒロユキ

アライ キヨミ

PIZZA&SPORTS BAR VIVO

331 ナカザキ シュン

アオキ モトジ

Pool&Darts EDGE

332 ツチヤ タカフミ

キクチ ツカサ

RayOut

333 チャン チュン ヒン

ニキ ユウカ

TWO PEACE

334 ナカムラ ヨシチカ

ソガ ショウヘイ

zac ca

335 カツマタ ユウジ

ハラダ ケン

zac ca

336 イトウ トモノリ

カムラ タカヤス

居酒屋ＧＡＲＡＧＥ

337 マツシタ ミチノリ

ニシヤマ タカヒロ

カフェレストランたまーる

338 ニホンヤナギ マモル

ハヤカワ マサヨシ

ダイニングキッチンゴリラ

339 ミツハシ トモカズ

ヨコタ ノブアキ

ポイント千葉店

340 ヒラオカ イッシュウ

ハヤシ ミユキ

トレスクエアおゆみ野

341 クニヨシ テツキ

コンドウ ミユ

DartsUP 秋葉原店

342 ツクイ ヤスマサ

ハヤシ ヨシノリ

360°

343 ヤナギムラ ユウジ

オオヤ ジュンコ

サンパーク中央口

344 ホリ ユキオ

ヤマグチ ユウタ

サンパーク中央口

345 サイトウ ヤスヒロ

ヒサノ タダアキ

トレスクエアおゆみ野

346 ムラカミ ヒデキ

ムラカミ ナオコ

夜さ来い

347 マエハタ シュウト

テラカワ アキホ

DartsUP 竹ノ塚店

348 ハナミ リュウタ

タチバナ カオリ

360°

レベル２ 受付時間 9:00～9:45
ID

2

Player 1

Start 10:20 予定

Player 2

エントリー店舗

201 ニナト マサユキ

ニワセ ススム

Bar Ciel blue

202 コバヤシ アキラ

タカノ カツハル

BarCiel

203 トガシ ツネタカ

スズキ カオル

ＤａｒｔｓＵＰ 靖国通り店

204 オダシマ チサト

サシダ リン

Hide Out 新宿店

205 アキヤマ タカユキ

イシカワ マサオ

i Darts Tokyo

206 ソノベ マサユキ

オオシマ ミエコ

Tanos Cafe

207 ヤマモト マイ

サメジマ セイイチロウ

大塚cafe ANANA

208 キタザワ テツヤ

オオシロ ユウキ

大塚cafe ANANA

209 タカイ コウイチ

エチゴ ダイスケ

カフェレストランたまーる

210 ハズミ トシヒロ

セキ ユウキ

ダーツカフェデルタ亀戸店

211 イシイ ヒロシ

サノ アズサ

ダーツカフェデルタ新小岩店

212 ニイツマ ヒロユキ

ノザワ ユウイチロウ

ダイニングキッチンゴリラ

213 ヤマダ ダイサク

コバヤシ ヒロキ

夜さ来い

215 シラカワ ライタ

コセキ ユウ

DartsUP 西新宿店

216 クロサワ リョウスケ

シンドウ タクヤ

DartsUP 赤羽店

217 オオカワ タケシ

モリ タカシ

ダイニングキッチンゴリラ

218 イトウ コウ

マエザキ ミサト

Head Rock×JACK

219 コイズミ アヤト

サカマキ ツヨシ

i Darts Tokyo

220 キクチ ジュン

サクマ ナオミ

ダイニングキッチンゴリラ

221 オオクマ シンジ

ヨシカワ ユカ

BarCiel

222 ラリー キヨヒロ

イシカワ ヒロトシ

TRIBE!

223 イトウ タカシ

コムレ レイナ

TRUE BLUE

224 オオハタ テツオ

サワダ タカシ

zac ca

225 サルタ マサカズ

ヤマシタ シュウ

zac ca

226 ホリ トモヒロ

オガサワラ アサミ

あそびばHOTSPACE

227 ハラ タケシ

カタヤマ シゲル

大塚cafe ANANA

228 ナベシマ ジュンペイ

ヌマオ シゲチカ

大塚cafe ANANA

229 ワタセ ヒロシ

ナカゴメ マサシ

ダーツカフェデルタ亀戸店

230 スガワラ ミキ

イタクラ レイカ

ダーツカフェデルタ立川店

231 ヨコヤマ テルアキ

ハヤシ ユカリ

ダイニングキッチンゴリラ

232 ツジカワ リョウ

ナカジマ リク

ミスターキューズスリー

レベル１ 受付時間 9:00～9:45
ID

1

Player 1

Start 10:20 予定

Player 2

エントリー店舗

101 スズキ アツシ

カワイ ケンジ

夜さ来い

102 ナカオ ナチ

ハナミズ ユウコ

Bobby's Cafe

103 ヤマモト ヒロキ

サトヨシ ユウヤ

298

104 アユサワ トモヤ

ヤギ ジュンゴ

298

105 ツボタ コウイチ

ナカヤマ ジュン

Bullet

106 カズモリ ユウト

コイズミ アキラ

FUN中河原店

107 サトウ タクミ

ルドヴィック マズ

i Darts Tokyo

108 ソン ウヨウ

ウエノ ケンイチ

ダーツハイブ川崎店

109 オオバ ヒデタカ

タカハシ ヨシテル

ダイニングキッチンゴリラ

110 ミズノ ヒロム

フクシ ユウタ

ダイニングキッチンゴリラ

111 アサカ ユウキ

ナリヅカ ケイコ

飲み矢FreeStlyle

112 シマバヤシ ユウイチ

モリカワ カズヒコ

夜さ来い

113 ヒラヤマ ケンスケ

マツウラ ユウカ

Billiards&Darts Coconut

114 ヤマグチ ユウタ

スズキ ヒロミ

BLACK MONKEY

115 スドウ ユカ

シライシ ヒロヒデ

DartsUP 秋葉原店

116 ハギワラ ミホ

タカハシ メグミ

GARUDA

117 コクバ アキナ

カワハラ タツヤ

大塚cafe ANANA

118 イマイズミ ヨウジ

ヤスムロ ルア

カーバンクル

119 マルヤマ ケンイチ

マルヤマ ノリコ

カフェレストランたまーる

120 モリカワ シュウイチ

オダシマ アイ

ダーツカフェデルタ亀戸店

121 トミタ ナオト

マツオカ マサヒロ

DartsUP 小岩店

122 ヤマハタ マサヒト

ナカムラ チアキ

360°

123 イリタニ ユウジ

クドウ ミユキ

360°

124 ミヤザワ ヨシノ

ムラモト トシコ

ＤａｒｔｓＵＰ 靖国通り店

125 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

126 オオミナト ヨウイチ

ヒグチ ケイ

ダーツカフェデルタ新小岩店

127 タケダ シンイチ

フクダ アカネ

サンパーク中央口

128 カイヌマ ケイタ

フジイ スミレ

270°

129 オカハラ カオリ

ウスキ ノブコ

Hide Out 新宿店

130 ナカムラ エリカ

タカダ アイ

カフェレストランたまーる

131 カリベ エイジ

ワダ ユウキ

カーバンクル

ムッシュサンテ

