
店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

テンフィールズファクトリー しばた　とよかず よくもと　しょうご

テンフィールズファクトリー さとう　ゆうたろう まつもと　あらし

テンフィールズファクトリー こんどう　たくや つなみ　りょうじ

テンフィールズファクトリー ひろせ　たかひさ ふじい　だいすけ

テンフィールズファクトリー パク ヒョンチョル おおわく　あきひこ

テンフィールズファクトリー えのまた  しんご すずき　みくる

テンフィールズファクトリー ふじわら　てつや さかい　ゆうき

テンフィールズファクトリー かわの　れいもん つじもと　あきこ

テンフィールズファクトリー なかむら　しゅんたろう やまぐち　はるお

テンフィールズファクトリー やまもと  のぶひろ まつもと　いよ

Ace club やまもと  たかと いしだ　あきひろ

Ace club みやなが　たかひろ かざま　ゆうた

Billiards&Darts Bar Break とみなが　ゆたか やの　しょうた

BLOW OUT さかね　のりひと せん　ひでき

cafe & darts ROOF にしむら　なおや こばやし　けいいち

Cafe　Cozy かわかみ　さとし こうざき　よしひで

Cafe&Bar L'arbre かねだ　もりひろ あみじま　ひろみち

Cafe&Bar TOPGUN やまもと  こうへい はやし　ゆうた

Cafe&Bar TOPGUN すぎた　かずまさ なかたに　かずてる

Darts Bar JADE たけ　たつひろ たけだ　せいこう

Darts Bar JADE なかむら　まこと ながよ　りゅうじろう

Darts Cafe & Bar BASE くましろ　たかひさ わたせ　ゆずる

Darts house Victoria とまり　ぎろう なりしげ　ゆうすけ

Darts house Victoria おわき　ゆうや ささき　なおひろ

Food+Darts Bar BULL くろかわ　ともなり いとう　ようへい

LOCOROCO うめだ　しんじ まつなが　かずゆき

Pink dolphin なかにし　しん まつだ　のぶひろ

Pool & Darts Eddie Nishinomiya なかむら　たろう かなや　としひこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 すがむら　つよし もりた　まさし

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 ちはや　よしき そめや　たかふみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 しんや　ゆうき かわぞえ　ゆうや

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 みわ　こうへい なかじま　まさき

店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

テンフィールズファクトリー じょうこう　あつし たかはし  めい

テンフィールズファクトリー くまがい　まお しゅう　しんこう

Ace club はとやま　けんじ みなみ　しづこ

Billiards&Darts Bar Break おくの　つよし とうやま　きよし

BLUE BECK たけたに　あきてる かたやま　たかまろ

Cafe&Bar TOPGUN うえぞの　ただあつ たに　ゆうや

Darts Bar BLACK はたけなか　ひろし おおむら　しんいち

Darts Bar BLACK すがぬま　きよはる いとう　しんじ

Darts Bar BLACK ほり　ひろあき おかざき　しんや

Darts Bar BLACK すぎい　たかし おくだ　なおき

DARTS BAR COLORS いない　りょうすけ かくかわ　けいじ

Darts Cafe & Bar BASE とまり　ひでよし とまり　さちこ

DARTS PARK OASIS いけだ　ひでくに にしむら　なおや

Darts Spot OLD 長岡店 むらやま　なおき あだち　いっぺい

DartsShop R 長堀橋店 きよさか　しょうま うえの　たかひで

Felice Felice まつもと　りょうすけ ふせ　みずほ

Free style bar 福-Fuku- のだ　まさよし ふくだ  あきひさ

max OSAKA 心斎橋 いしい　のぶゆき きしもと　なりとし

Pink dolphin いちい　けん みつつね　よしひろ

POOL & DARTS Pick Up 山科 いけだ　けんし いりふね　だいすけ

R's plus+ きむら　はるき せき　ちさと

R's plus+ やまもと  しんや こばやし　だいすけ

Shot Bar CROSS ROAD まつだ　ともき たかしま　りんたろう

さとりえ工房 わたなべ  こうき きむら　まさひろ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent ふじや　しげゆき くわた　じょうたろう

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent えもと　こうき こだま　しょうた

ラウム豊田寿町店 かわしま　しんご たかはし　げんや

風 おおはし　みさお うえがき　せいた

【LEVEL ８】　　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL MAX】　　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

☆夜ｶﾌｪ☆dimple こまつ　ゆうすけ わだ　きょう

Ace club やまぐち　さち つじもと　ゆうご

Ace club おぐり　まさひと かたおか　たかゆき

AMERICAN　50's やまぐち　みちお くずかみ　りょうすけ

BAR D.F.C たけち　だいき わかくさ　たかひろ

bar metro たうえ　まさる ふくしま　はるひさ

Bar Simple まさやま　だいすけ いとがわ　みちとし

Billiards&Darts Bar Break きれかわ　ひろゆき おくむら　まなみ

Billiards&Darts Bar Break しみず　ゆうき かわやま　なおき

Cafe Bar Fine いちき　なおゆき あなだ　のりゆき

CAFÉ BAR Chaps たちばなや　ひとむ さとう　まさひろ

Cafe+Bar Oops!! ふたい　かずま あさくら　みねこ

Cafe+Bar Oops!! たかぎ　しょう くにもと　とおる

CLOUD ふくだ  せいや くりもと　かずき

C's BAR ふるたて　しょう たけべ　まなぶ

C's BAR やまはた　わかな なかばやし　かつや

DANG NEXT てらもと　ひろとし こばやし　けいすけ

Darts & Cafe E-plus もりやま　たいへい ほんだ　りょう

Darts Bar Class まなべ　あきお いずみたに　たかゆき

Darts Bar Class たけなか　すすむ もり　たくへい

DARTS BAR COLORS はやし  まさと おおつか　さとし

DARTS BAR COLORS いない　ゆうじ とうまえ　しずか

Darts Bar Esordio すみだ　しほ こうだ　けんいち

Darts Bar JADE たけ　かおり なべた　やすひろ

Darts Cafe & Bar BASE みさき　りょう まえだ　ゆうき

Darts house Victoria いさがわ　やすひろ まるやま　あきのぶ

DARTS PARK OASIS いしばし　まこと つつみ　まさし

Darts Shop Balance Diner いたみ　みきと はしの　こういち

Darts Shop Balance Diner みやもと　けんご いしい　たつあき

Darts Shop TiTO京都 なかがわ　けいた きぐれ　あきら

Darts Spot OLD 長岡店 やすはら　よしたか かたやま　ゆう

DartsBar DROTIKI さかもと　ゆうすけ にしの　まさや

DartsShop R 長堀橋店 たかやま　しゅんた もり　ゆうき

DartsShop R 長堀橋店 ふくどめ　たくま なかむら　つかさ

Felice Felice いしぐろ　まこと かねこ　たくと

Funtazist@ さかぐち　ゆきえ まつもと　きら

JOKER DRIVER Gallery ZETASE ふるかわ　ひさし あおやま　やすのり

JOKER DRIVER Gallery ZETASE さかい　よしひこ せき　ゆうと

KARAOKE SURREAL いなやま　さとし としかわ　ゆきひこ

LOCOROCO たなか　ひろし かじまる　ゆきのり

max OSAKA 心斎橋 まつもと　せいじ ふくだ　かつみ

MOANAKAPU まえだ　よしひろ いとう　かな

MOANAKAPU やまぐち　ゆりこ おかだ　ひろき

MOANAKAPU ふくおか　やすひと たたみ　ただし

NEO ZEON'S BAR MBASE4 やました　たけし きむら　みか

Pink dolphin たちかわ　こうじ しもの　けんじ

POOL & DARTS Pick Up 山科 さやま　たつよし しばた　まさのぶ

RAINBOW ふかだ　かずき ふるたに　なおひこ

RAINBOW ながお　かずひと きたじま　あずさ

R's plus+ いくた　しゅうじ とのむら　りょうすけ

R's plus+ たかだ　しんご じゅうもんじ　たけし

Soul(s) Kyoto たいら　たいほう まるおか　ともき

Soul(s) Kyoto まつうら　かずま むらかみ　かずたか

THuMBs UP なかもと　たけあき にしうら　けいた

UP新宿靖国通り店 もとはし　きょうへい たかたに　ただひろ

ZERO 大正 かわむら　のぶひろ やました　ゆきこ

クアトロ No.4 さかい　としひで まつむら　せいや

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 むらた　たかよし かわもと　りょう

ダーツハイブ名古屋栄店 さかもと　しょうご よこやま　まつたか

わんすもあ− かむら　てつや みつしま　きざし

風 こむら　りょう なかむら　ゆうき

風 かたおか　あきら そとぞの　ゆうじ

忘我 梅田店 むらやま　れい ひがしほ　みつひろ

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 7】　　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

☆夜ｶﾌｪ☆dimple すずき　ともや ふじさわ　あいこ

☆夜ｶﾌｪ☆dimple たかつか　のりかず なかがわ　しんや

18 Premier bar ふくだ  みのる まえだ　じゅん

AMAZE なかはし　ひろつぐ すぎやま　あやな

AMERICAN　50's さわべ　けん ふくし　たくま

Amusement Bar ALLiON やきた　よしあき せい　まさとし

Bar Spring やまもと　つかさ いちはら　のぼる

Bee河原町 いどもと　てつや みやもと　ゆうや

BLACK HORSE にいのう　たくや まえだ　まこと

BLUE BECK しみず　とよひこ ほんだ　あきひろ

BLUE BECK かわうち　ゆきひさ やまぐち　みわ

cafe & darts ROOF にしむら　ひろゆき くさがわ　あやな

CAFÉ BAR Chaps よしむら　みちもり もりもと　ゆうすけ

Cafe&Bar TOPGUN あおき　えこの ふじた　ひろゆき

Cafe&Bar TOPGUN あさだ　よしき すずき　かずてる

Cafe&Bar TOPGUN ささき　よしあき きしもと　よしふみ

Cafe&Bar TOPGUN はやし  ももか ふるの　ゆうだい

C's BAR いちだ　たくみ わかばやし　まさはる

Darts Bar BLACK ますかわ　ゆうじ たなか　ゆたか

Darts Bar BLACK しばた　けいすけ ひぐち　まゆみ

Darts Bar BLACK あかお　あきら おおしげ　かずき

Darts Bar Esordio なかはら　つとむ くろだ　こういちろう

Darts Bar JADE あきやま　ひろき たけ　りおな

Darts Cafe & Bar BASE さかい　かつあき おざき　しんや

Darts house Victoria おくむら　たかのり まの　しんいち

DARTS LIFE PLUS おかの　ひろのり たしろ　こういち

DARTS LIFE PLUS かわぐち　しずひこ ごとう　あい

Darts Shop Balance Diner おおばやし　ようすけ かわの　ともか

Darts Spot OLD 本店 やまだ　たつや やました　なおき

DARTS＆BAR　BAMBI うえさか　しんぺい あきやま　こじろう

DartsShop R 長堀橋店 ふじの　ゆうじ たかはし　ゆき

Dining Darts Bar Teddy Bear PLUS すいどう　りゅうた やまざき　みつき

Dining Darts Bar Teddy Bear PLUS にしの　ふみや こばやし　まゆ

FLY おの　ひでき かじ　だいき

KAM'S KYOTO とりい　こうだい はらだ　みつよし

Lyme しげまつ　たかし てらした　えいたろう

max osaka 梅田店 かわかみ　まな かわかみ　みえこ

MOANAKAPU たむら　ゆの なかばやし　だい

Mon Reve めかた　かずひさ なかの　けんご

One-G はまだ　こうへい はら　かよこ

One-G あさか　ゆうすけ とおづかや　さき

Pink dolphin たまがわ　てつお かしま　もとたつ

POOL & DARTS Pick Up 山科 とのむら　わへい とうごう　きわこ

RAINBOW なかむら　さきこ あさくら　まさや

RELAX BAR 467 はつだ　よしたか もり　たかあき

RELAX BAR 467 さかい　りょうすけ たつみ　とおる

R-POOL ふじの　ゆうき ほんだ　なつき

R's plus+ かきぞえ　ゆうき かきぞえ　あい

Soul(s) Kyoto ふじやま　しょうへい むらかみ　あきひさ

Soul(s) Kyoto みやけ　たかし さかべ　だいき

Soul(s) Kyoto いぐち　まさはる にし　ひろゆき

Spicy Heart とみやま　よしき あきもと　ひろし

Spicy Heart ながい　ゆきひろ まつむら　かすみ

Spicy Heart いのうえ　ゆうき あきば　りょう

ToN eighty たなか　いってつ むかい　ゆり

カラオケレインボー浜寺石津店 こもり　ひろゆき　 あくね　せいじ

カラオケレインボー浜寺石津店 あらい　たくや かわた　まさる

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 なかむら　まさる かんだ　まこと

ダーツハイブ名古屋栄店 あおき　つかさ たなか　こうじ

ダーツハイブ名古屋栄店 ながた　はるき こばやし　ゆうと

ブルートレイン@25CAFE ささ　ひろき くすもと　たけし

西宮ブラッズ くげ　なおや みずかみ　ゆうた

西宮ブラッズ そごう　しん つじむら　まさずみ

忘我 梅田店 きたじま　だいぞう むらやま　みか

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 6】　　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

3Peace しもざわ　りゅうじ つつい　りく

Ace club みやた　いさむ たけうち　あさみ

AMERICAN　50's はせがわ　やすひろ にしだ　たけし

BAR D.F.C みまき　たくや おおしま　りん

BAR D.F.C にしだ　しんや まつい　つばさ

bar metro たにやま　しんご かとう　たつや

bar metro するが　たくと もりかわ　たかなり

Bar Simple かさぎ　しょうへい しみず　りょうま

Billiards&Darts Bar Break みぼろ　つよし いとう　ともこ

Black Cherry さいとう　あゆむ ひらばやし　よしひさ

BLACK HORSE ふくだ  さつき いまがわ　ちかのり

BLACK HORSE なかざわ　ひろゆき かめなが　ゆうき

Boon わたなべ　くにひこ わたなべ　みさき

Cafe&Bar TOPGUN ささき　あきこ きしもと　かおり

C's BAR はが　わたる かわぐち　りさ

C's BAR ささき　さやか たけべ　まき

DANG NEXT たづみ　りゅういち みずた　まこと

DANG NEXT みずの　ゆう おかもと　たいき

Darts Bar Class ふじのい　あきら おおむら　まい

DARTS BAR COLORS やざき　ひろのり わだ　ひでゆき

Darts Bar Esordio きのした　けいた まつもと　りょう

Darts Bar JADE ほんだ　じゅんこ ほんだ　まもる

Darts house Victoria しまだ　たかし まつもと　ちなつ

Darts house Victoria いとう　あやか たなか　まさふみ

Darts house Victoria よこやま　のりひろ まるやま　えり

Darts Shop TiTO京都 もりかわ　りょうま はらいかわ　しょうご

DARTS＆BAR　BAMBI まつお　たくみ さとう　けんじ

Dining & Darts LaBit おかもと　たくま しまだ　はるか

DON2KI ささき　よう かとう　りょう

DON2KI おはら　ひろき あらたけ　ともき

fabric garden おおい　こうへい まつおか　りょうた

Felice Felice はまぐち　なおゆき おおえ　たくや

FLY しまず きら かくだ　しゅんすけ

JOKER DRIVER Gallery ZETASE いのうえ　げんた まつだ　あおい

kakogawa base 遊びBAR とざき　こうぞう あさい　まさふみ

LOCOROCO わたなべ  たかし なりた　しょうへい

LOCOROCO やまざき　よういち てらだ　よしき

LOCOROCO いけの　まなみ よこやま　ふじこ

max OSAKA 心斎橋 ではる　ゆうや まつや　よしひさ

POOL & DARTS Pick Up 山科 はしもと　さとる にしおか　まさよし

RAINBOW さかい　けい おかだ　とよき

R's plus+ たかはし  ひろふみ なさか　りえ

R's plus+ いずみ　まいと いずみ　しおり

Soul(s) Kyoto しらいし　かつお ひろもり　まこと

Soul(s) Kyoto やすい　ゆうま なかむら　まさのり

Soul(s) Kyoto やまもと  じゅん もりべ　みさと

Soul(s) Kyoto いけだ　ゆういち すぎもと　しゅう

Takoyaki & Darts Bar ST えんどう　すすむ おくの　ひろし

THuMBs UP こうげ　ゆきや くぎざき　こうき

UP新宿靖国通り店 せきね　まや たかはし　かな

スポーツバー月猫 みやもと　まさき ふじた　ともゆき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 うちだ　ふみか とみやま　きみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 かどた　しんや いちむら　なつき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 たかさき　あつし はやし  よしえ

ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 さくらい　としき おくの　じゅんぺい

ダーツショップナチュラルナイン池袋店 すみや　よしゆき ひらの　あゆみ

ダーツハイブ名古屋栄店 みわ　ゆうき おおすが　みつよし

ダーツハイブ名古屋栄店 おおき　こうへい すずき　ゆうと

西宮ブラッズ はらだ　しゅうじ あおき　おさむ

西宮ブラッズ わだ　まさゆき なかむら　まり

風 おおこし　まさひこ いとう　ひとみ

忘我 梅田店 やまぐち　つよし むらかみ　あきほ

忘我 梅田店 みなみざき　ひろし うえの　ひとみ

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 5】　　　　受付　(13：00～) 、　試合開始予定　(14：00～15：00)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

3Peace いざき　なぎさ たがの　しんや

3Peace おかの　ゆうじ すみの　さな

ABC みなみ　まさお やまもと  たくや

Ace club とくおか　ゆめと おもて　りょうすけ

Ace club ばんの　ただし おおなかはら　いさむ

Amusement Bar ALLiON まつうら　けいすけ たかはし　ひかる

BAR D.F.C にしむら　たくま しらはま　たかゆき

BAR D.F.C まえだ　けん ひらかわ　かつや

Black & White さんだ　あきお たけざき　つとむ

Boon かねもと　けいじゅ いわさき　だいち

Cafe Bar Fine はた　たつや たなか　りくと

cafe & darts ROOF おかとみ　わたる やまもと　ゆい

cafe & darts ROOF おだ　まこと ふくざき　ありさ

Cafe&Bar L'arbre ひづき　あさみ いだ　まさし

Cafe&Bar L'arbre ひがしだ　しゅうへい いだ　ゆうき

Cafe+Bar Oops!! おかばやし　むねたか たかぎ　なつき

C's BAR いまさか　まさお たなべ　なおき

C's BAR ながせ　たかお かわもと　よしはる

Darts Bar 50/50 やました　ひろあき かつらやま　ゆき

Darts Bar Class ひろせ　せいいち いのうえ　まゆみ

Darts Bar Class ひろせ　しゅん きくたに　じゅん

Darts bar Flame さとう　なおき あきやま　めぐみ

Darts Bar King のぐち　こうじ のちの　みほ

Darts house Victoria かたおか　そういちろう あさの　ひさし

DARTS LIFE PLUS かめさき　かいと いしい　かつき

Darts Spot OLD 本店 たなか　しんや はせがわ　みな

DARTS＆BAR　BAMBI もりた　ただとし とみなが　ゆういち

DartsBar DROTIKI おおの　りょうへい いわもと　あい

DartsBar DROTIKI くろおか　やすのり たにぐち　あきひさ

Dining Darts Bar Teddy Bear PLUS ごとう　ひろあき うしはま　ゆうや

DON2KI むらした　ひとし にしかわ　なおき

fabric garden おおにし　まさあき しみず　りな

fabric garden せがわ　かつひろ おばら　にちか

FLY たかぎ　りきと にき　ひろみつ

Free style bar 福-Fuku- とよかわ　かづま さかもと　さちと

Galleria おにつか　よしむね くりた　しょうへい

lien 京都 もりい　しげかず ひらやま　なるひこ

lien 京都 つじ　どうむ あだち　たつき

Lyme たぐち　ゆうだい ふじた　せいいち

Lyme こやま　こうだい こやま　まりな

max osaka 梅田店 なかの　やすなり はやし　りな

max osaka 梅田店 たむら　ともひこ みやもと　よしかず

POOL & DARTS Pick Up 山科 なかじま　なおや わきさか　ゆうすけ

Raccoon みやざき　ひろみ さやま　こうぞう

RELAX BAR 467 さとう　ようへい わたなべ　さき

Shot Bar CROSS ROAD さかもと　ゆうじ やの　ひろし

Shot Bar CROSS ROAD わたなべ  りょうすけ あおき　じゅんこ

Soul(s) Kyoto あらい　ひろき あべ　ひろゆき

クアトロ No.4 やまおか　かずき やまおか　なおみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 かどわき　ともみ まきの　ゆう

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 たむら　じゅんいち こんの　やすのぶ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 まつもと　かずひで むらせ　ひろあき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 しらさわ　ひろあき まつたけ　ゆうた

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 すぎもと　まさゆき たかがき　みき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 つちはし　やすなり やまもと  れい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 いづいし　てつや やまにし　まさと

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 とみおか　たくや はしもと　しょうへい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent いけぞえ　こころ たかやま　あやこ

ダーツハイブ名古屋栄店 なかがわ　ゆうすけ さわだ　あき

ベリック きみしま　まさのり ふじさわ　むつみ

わんすもあ− もりた  こうじ おかふじ　しょうき

西宮ブラッズ たなか　まい たなか　だいき

駄菓子屋バー ドロップ おおさか　ゆうま いしだ　ゆづき

忘我 梅田店 のつ　かずふみ かまたに　ひでのり

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 4】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

3Peace くらよし　まさと たにぐち　つよし

5's BAR みなみかた　やすのぶ ためもと　たかし

Ace club なかとも　ひでまさ ほんま　ゆうと

AMERICAN　50's たにぐち　きよたか かわじり　みゆき

Bar Spring いせ　かずし ふくだ　りょうた

Bar Spring おかじま　りょうた たなか　じゅんたろう

Billiards&Darts Bar Break いちかわ　ゆう おおさき　あや

Black Cherry やすみ　けいた にしたに　さき

BLUE BECK にしむら　なおと おおいわ　のぶお

Boon さとみ　こうすけ みやもと　なお

Boon おおみ　こういち かとう　ゆうすけ

CAFE & BAR Libre's さとう　こうじ たかはし　たつや

cafe & darts ROOF おくむら　こうき のだ　しゅん

CAFÉ BAR Chaps かきうち　ゆか とべた　まほ

C's BAR はやし　けいすけ なかじま　あきら

C's BAR つぶね　もとふみ いまい　あいり

Darts Bar Class きたむら　よしみち ふくなが　ゆうと

Darts Bar Class ながたに　ともゆき さとう　なおや

Darts Bar JADE すがぬま　りゅうじ にしかわ　あや

Darts Bar JADE さくらい　ゆうき そねだ　たけし

Darts Bar King みね　としゆき みうら　おさむ

Darts Cafe & Bar BASE すがたに　なおや たがわ　りな

Darts House Reve さとう　ふみあき たなか　ゆい

Darts Spot OLD 本店 おおえ　こうじ おおえ　えみ

Darts Spot OLD 本店 こかじ　あきゆき ふじおか　ひろこ

DARTS＆BAR　BAMBI おおいし　なるやす なかの　いぶき

DARTS＆BAR　BAMBI やまがた　けんじ しんどう　けいいちろう

DARTS＆BAR　BAMBI おおつき　あきら おつだ　ちなつ

DartsShop R 長堀橋店 みやた　けいすけ いずみ　あきこ

DON2KI なかむら　なおと なかたに　けんた

fabric garden やぎ　まさゆき たますみ　ももこ

fabric garden おかやま　りょうた たかばやし　しょうご

FEEL SO GOOD いけだ　じん さとう　しんいち

Felice Felice すぎもと　あつし やまがみ　じゅんき

Free style bar 福-Fuku- なかじま　てるゆき まつのぶ　みなこ

Funtazist@ もり　たかよし まつもと　あい

kitchen＆darts　CoLaBo18 いわなが　かずあき いわなが　みきこ

Lyme ふじもと　ひろあき おばた　みな

Lyme ぜにや　なおひと ぜにや　まさよ

NEO ZEON'S BAR MBASE4 すみかわ　こうすけ やました　だいすけ

NEO ZEON'S BAR MBASE4 みき　しゅんすけ さとう　ゆうた

Night Sapuraizu みやざき　つよし すずき　えいさく

Raccoon きしだ　かずき なかい　あきら

Raccoon さと　りょう すえい　りょう

RAINBOW まがり　りょうた まとば　ゆうや

Soul(s) Kyoto さわだ　もとい ごう　れいほう

Spicy Heart たかだ　ひろゆき たなか　ようこ

ToN eighty ふじい　とみお みなみやま　あきの

アットタイム水口店 うえばら　ひろき うちぼり　たつろう

カラオケZERO三木志染店 にしはな　せいいち すぎもと　ゆうか

さとりえ工房 にしかわ　ゆきひろ あさい　けいいちろう

スポーツバー月猫 さいき　けいすけ たかはし  しゅうへい

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 しまざき　だいすけ みすみ　まさし

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ほかぞの　しゅんすけ おおはし　てつろう

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 きぬた　しほ まつなが　ゆりえ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 みむら　あつし おおえだ　かずや

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 もんな　あやこ うらいんきょ　ひろき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent やなぎ　たかゆき やまうち　ひろみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent たかはし　あきお あべ　りょうすけ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent よしおか　さとし ふじや　さやか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent はまだ　たかし いしかわ　たえこ

ダーツショップDx3 一宮 さくま　たかひろ さくま　あんな

ダーツショップDx3 一宮 ひおき　けいすけ いまづ　しん

ブルートレイン@25CAFE かねこ　さとる むらた　てるやす

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 3】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

3Peace たなか　ひろき ひがしやま　まほ

5's BAR ひらの　けいすけ つつみだ　こうや

abbey (bar) もり　やまと くさかべ　りゅうご

ABC なかつか　ひろむ せいけ　みほ

Ace club まつもと　あきと やぶうち　ちひろ

AMERICAN　50's しゅとう　みねかつ かわたに　まい

AMERICAN　50's おおつき　りょう こきた　あつし

BAR D.F.C やまぐち　さき にしむら　のりこ

bar metro やぎ　かずしげ むかい　みき

Bar Simple たかた　みちる はまだ　ひろし　

Bar Spring ほり　みつき ふじやま　めり

Bar Spring ひらやま　だいすけ おばた　さやか

BLUE BECK ふじい　としお あまの　ゆうこ

BOSCO しみず　りきや ふなこし　ゆうすけ

Cafe　Cozy なかた　りき みさき　たけお

Darts Bar Class よしおか　ちなつ なかね　ゆずか

Darts Bar JADE おかぞえ　けいた こいけ　さつき

Darts Bar JADE こさか　さり しみず　みのる

Darts Bar JADE みやざき　りゅうせい たけだ　なつみ

Darts Bar King なかじま　つばさ いなだ　しゅんすけ

Darts house Victoria はぎわら　けんじ せんだ　あきら

Darts house Victoria たかはし　あきふみ なかざと　あさみ

Darts Spot OLD 本店 ますだ　しんいちろう おおつき　ひろゆき

Darts Spot OLD 本店 よねだ　しょう はやし　ともみ

Darts Spot OLD 本店 かねみつ　くみ おおば　ななこ

DARTS＆BAR　BAMBI あづみ　ちひろ いのうえ　みき

DartsBar DROTIKI しまだ　としき ふじい　さきか

DartsShop R 長堀橋店 わかばやし　かずき ふじわら  ゆきな

fabric garden ふくだ  あきひろ ふなもと　ちさ

fabric garden たなか　ゆうほ おのえ　だいき

FEEL SO GOOD えみ　ひとみ おおなが　ゆい

Free style bar 福-Fuku- いのうえ　かずし いそじま　りょうた

kakogawa base 遊びBAR おおかわ　まさし ふじわら  さち

kakogawa base 遊びBAR おさだ　けいた まつもと　あや

KAM'S KYOTO つざき　ゆうき はなふじ　ゆか

lien 京都 せきぐち　こうき にしおか　つぐと

Lyme ささき　しんじゅ うえだ　ひとみ

Lyme こくふ　くにひこ てらもと　めい

Lyme いのうえ　たつひこ たおか　しんいち

max osaka 梅田店 つつい　やすゆき つつい　みわ

MOANAKAPU もり　たくみ のざわ　ひろき

Mon Reve しばた　よしあき ふじい　りょうか

POOL & DARTS Pick Up 山科 さかもと　わたる なかにし　このみ

RAINBOW おおにし　ゆうじ おかだ　まゆみ

RAINBOW やました　あきひろ ねんばい　りょう

S.Limi ねぜん　みか いなば　まいこ

Shot Bar CROSS ROAD ささき　れお いちだ　みか

Spicy Heart じんのう　ゆたか たくぼ　いさむ

Total Darts 8121（パイニイ） うたむら　としふみ はら　たくや

アットタイム水口店 みぞこし　たかとし やまもと  りゅうじ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 いしかわ　かずあき めら　ゆうが

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 かがわ　せいいちろう なかむら　よしひこ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 おくむら　りょう なかむら　ゆりか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 ふくやま　なつみ よしだ　はると

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 こいわ　しんのすけ やまぞえ　おさむ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 あさうみ　たく みやけ　まゆみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 あらい　かずき たつの　まなか

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 ながやま　ちえ のざき　りさ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 いわはら　まこと もんな　まさみつ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 くまみ　あやこ こうの　ななこ

ダーツハイブ名古屋栄店 さかもと　みなみ いちやま　ともみ

わんすもあ− ささべ　たかゆき たがわ　じゅんき

西宮ブラッズ なべさわ　たけし おかだ　さよこ

西宮ブラッズ かわかみ　えいじ つやま　みゆき

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 2】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

5's BAR しまもと　かずき なかむら　りょう

ABC まつなみ　つとむ とくなが　ゆう

ABC いしだ　なおき たけした　あつき

BAR Lafeene みずた　まさひこ たかしま　ゆういちろう

Bar Spring つかもと　ちあき たにがわ　かりょう

Bar Spring きのした　たつや こにし　ひとみ

Black Cherry ふくだ  りょうすけ わたなべ  けんた

BLUE BECK はしもと　ゆきこ はしもと　ひとみ

BOSCO やまき　ゆうたろう あかおか　きょうすけ

CAFE & BAR Libre's ふじた　けんた かとう　しんや

Cafe　Cozy いもせ　あすか かみうら　あずさ

Cafe&Bar L'arbre うえすぎ　よしのぶ たにがわ　まさのり

Cafe&Bar L'arbre はやし  ゆか むらかみ　かな

Darts Bar JADE さかぐち　かつひこ うらの　みう

Darts Bar JADE しみず　けんた いなもと　やすえ

DARTS PARK OASIS まつおか　ゆきこ なかやま　あい

DON2KI ももい　しんじ よしおか　あゆみ

kitchen＆darts　CoLaBo18 たなか　ゆうま ふくだ　らいき

lien 京都 もりした　よしひろ いとう　ゆう

Mon Reve きむら　りょうじ なかむら　たつや

Shot Bar CROSS ROAD やまもと  くにやす ほしか　なおひこ

アットタイム水口店 じゃはな　ともみち さえき　きよみ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 むらた　あつし にしやま　じゅんぺい

西宮ブラッズ ひろたに　ようき かねこ　なつき

忘我 梅田店 いながき　かおり いけだ　のぞみ

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 4th
レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 1】　　　受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)


