
Player 1 Player 2 エントリー店舗

アサカ　ユウキ ワカバヤシ　ユタカ 飲み矢FreeStyle

ホシ　カツミ ヤマサワ　ユウト 飲み矢FreeStyle

アイザワ　ユウジ マキノ　マサアキ 飲み矢FreeStyle

シバタ　ジョウスケ ナリヅカ　ケイコ 飲み矢FreeStyle

タカハシ　ヒロカツ ハマダ　タケユキ リバティ・ポート・スペース

ミウラ　タカユキ ミウラ　マナミ リバティ・ポート・スペース

オチ　カズヤ オオノ　ユキアキ リバティ・ポート・スペース

フカダ　アキラ イマイ　ユウキ リバティ・ポート・スペース

サイトウ　リュウセイ スズキ　カイト リバティ・ポート・スペース

イイノ　タダシ マブチ　ダイスケ 横須賀 CAFE　ANANA

コンノ　タカアキ ヤマダ　レナ 横須賀 CAFE　ANANA

ウエノ　ショウヤ マチダ　マサト 横須賀 CAFE　ANANA

アオキ　リュウヘイ イシダ　カズキ 横須賀 CAFE　ANANA

イケダ　タクヤ ナガモリ　ルカ 横須賀 CAFE　ANANA

ニイノ　ヒデユキ フジタ　キョウスケ ゆう遊空間　橋本店

イトウ　ヨウイチ ホッタ　マサヒロ ゆう遊空間　橋本店

ムカイ　ヤスノリ セキノ　ミチヤス ゆう遊空間　橋本店

キノシタ　マサキ カネコ　ユキナ ミッキー＆ネプチューン

ヤナギモト　シゲキ イシカワ　アイ ポイントブレイク三軒茶屋

ホトダ　ヨシマサ オオシマ　ショウ ポイントブレイク三軒茶屋

ナガノ　ヤスヒロ タカハシ　リナ ポイントブレイク三軒茶屋

イトウ　ヒデカズ イデ　リュウジ ポイントブレイク三軒茶屋

ヨネヤマ　シンヤ カネダ　コウジ ポイント国立旭通り店

マルブチ　タロウ ムロヤマ　キヨノリ べろ～家東十条

カワイ　アキコ アラモリ　タイチ フレーシェ

ニシムラ　リュウイチ タカギ　ユウナ フレーシェ

ヤマグチ　モトヒロ ウチヤマ　ユミカ ブラッディ　ブル

ナイトウ　ミツシゲ スズキ　ヒロコ ビリヤードパイン

アカマツ　ダイスケ ナイトウ　ミツキ ビリヤードパイン

マシノ　タケオ スズキ　ハルカ ビリヤードパイン

オオウチ　サオリ カミジマ　チサコ ビリヤードパイン

オサナイ　ショウ シミズ　ケント ビリヤードクラブ　レーヴ

オオツカ　ユウキ トネガワ　ジョウジ ビリヤードARAI世田谷店

オイカワ　タクマ サカモト　キョウヘイ ビリヤードARAI世田谷店

ハヤセ　ユウジ アダチ　ハヅキ ビリヤード　スミヨシ

アラキ　シンイチ スズキ　ユウスケ ビリヤード　スミヨシ

スエナガ　ハヤタ スズキ　ケンゴ ビリヤード　スミヨシ



ベッポ　タカヒロ ナモト　マミ 姫ダーツ

カワウチ　サトシ イクタ　シゲヒト バンガラング守谷店

マキノ　トモカズ タカノ　シンペイ バンガラング守谷店

カンダ　ヤスカ カルベ　マオ バンガラング守谷店

ショウジ　マコト アリヤマ　コウスケ バンガラング守谷店

サノ　セイヤ コバヤシ　カンタ バンガラング

タカハシ　アユム キムラ　コウキ バンガラング

マルヤマ　シュン トヨダ　タクミ バンガラング

ナカザト　ノリヒト イマムラ　エミ バンガラング

ツルオカ　アト カタオカ　ケイスケ バンガラング

ヒワタリ　コウタ ユアサ　コウタロウ バンガラング

ナカムラ　マコト ヨシザワ　アキ バンガラング

ヨシダ　ゴウ ツルオカ　ヒロアキ バンガラング

イワオカ　ジョウ シモヤウチ　ナギサ バンガラング

オオノ　マサル ヨネモト　チカ バンガラング

シライシ　アキヒロ シモヤウチ　ノブヒロ バンガラング

アベ　コウタ ノグチ　アリサ バンガラング

ワタナベ　アキラ ナカバヤシ　コウジ バンガラング

エンドウ　トシユキ ヨシダ　アキヒロ バンガラング

オオキ　タカヒロ コバヤシ　ミホ バンガラング

チバ　コウジ ネモト　ユウイチロウ バンガラング

ハマダ　ヤスヨ イワオカ　シホ バンガラング

オオツカ　ヒカル コン　イヨリ バレルカフェ　Aims

ホッタ　マサヒロ コンドウ　ヨシアキ バレルカフェ　Aims

タメガイ　ヒデユキ トリタニ　ヤスノリ バレルカフェ　Aims

カトウ　アヤカ チバ　マサシ バレルカフェ　Aims

サイトウ　ガク タカハシ　カズヤ バレルカフェ　Aims

アイハラ　ヒロシ モチヅキ　タカシ パラダイス大岡山

ナカタ　ユウ セキヤ　アキフミ 飲兵衛GLOBE

フクマル　ナオキ トクダ　コウヘイ 飲兵衛GLOBE

ナカムラ　タツヤ ハシモト　サキノ トリガー大久保店

アシノ　ワタル ヤハギ　ケント トリガー大久保店

マツモト　トモノリ タケダ　マコト ダイニングバー　オアシス

タカハシ　ユウイチ オグラ　メグミ ダイニングバー　オアシス

スダ　キヨヒロ オカジマ　ユウイチ ダートスタイル

ナスダ　タクヤ モリサキ　メイ ダーツハイブ新宿東口店

タカダ　イツキ クロサキ　ユウカ ダーツハイブ新宿東口店

エノモト　コウヨウ ワシノ　マサカズ ダーツハイブ新宿東口店



スズキ　ヒロキ オクムラ　レオン ダーツハイブ新宿東口店

イチムラ　トモユキ オガワ　アンナ ダーツハイブ渋谷店

カンダ　ヒロシ ソン　ウヨウ ダーツハイブ川崎店

カネコ　ナオキ ワタナベ　ジュン ダーツハイブ川崎店

ヤマモト　ヨウヘイ ウチノ　リュウジ ダーツハイブ川崎店

シチザワ　カズヒデ タカハシ　ナオヤ ダーツハイブ川崎店

クロダ　トモヒデ イチノセ　チホ ダーツハイブ川崎店

イズミ　コウスケ カトウ　シンゴ ダーツハイブ川崎店

ハヤシカワ　ショウ オオサガ　タクミ ダーツハイブ川崎店

オカムラ　タクミ フジイ　カナ ダーツハイブ池袋西口店

エンドウ　ケンスケ ヤマダ　ノゾム ダーツハイブ池袋西口店

ヤマキ　ヒロユキ タナカ　シンリ ダーツハイブ秋葉原店

ワタナベ　ヨシヒロ ナカムラ　マサミ ダーツバーフランキー

オオノヤ　カズト サトウ　ノブヒロ ダーツバー　Anpiece

セオ　マサヒロ カワスミ　ヨシカズ ダーツバー　Anpiece

コサカ　ノブタカ ニシボリ　コウスケ ダーツバー　Anpiece

ウメハラ　ムネアキ ワダ　ススム ダーツバー　Anpiece

コヤマ　タカヒロ コヤマ　ミヅホ ダーツバー　Anpiece

ハンダ　アキコ カワイ　ヒロユキ ダーツバー　Anpiece

シダ　マミ　 シダ　トモキ ダーツショップ　RE+LUX

フジタ　ヤスヒデ ナカガワ　トモノリ ダーツショップ　RE+LUX

マエサト　ジュンヤ ババ　アスミ ダーツケースショップ　L.O.L

マツオカ　コウジ イトウ　クミ ダーツケースショップ　L.O.L

ヒガシ　フミノリ ヒョウガジ　マサシ ダーツカフェデルタ目黒店

カトウ　リク ヨシナガ　ホクト ダーツカフェデルタ目黒店

キミシマ　タツノリ オザキ　シュウヘイ ダーツカフェデルタ目黒店

ツチヤ　トモヨ タナカ　ユウカ ダーツカフェデルタ目黒店

ホシノ　トモアキ スズキ　ヨシタカ ダーツカフェデルタ目黒店

チバ　マサオ ヒガシ　ユキオ ダーツカフェデルタ目黒店

イシイ　ヒロカズ ニシアケ　マサコ ダーツカフェデルタ目黒店

ナガタ　カズミ ヒガシ　カズミ ダーツカフェデルタ目黒店

ホリコシ　ケント クシゲ　モトヒロ ダーツカフェデルタ立川店

シムラ　リュウイチ カマタ　ユウスケ ダーツカフェデルタ立川店

ミネオ　タクミ オザワ　マイコ ダーツカフェデルタ立川店

シラキ　カツヤ コスギ　カズト ダーツカフェデルタ立川店

タネオカ　ナナ ハバ　シオリ ダーツカフェデルタ立川店

ササキ　イチエ イイヅカ　ナナ ダーツカフェデルタ立川店

ソノダ　タクト ワチ　シンジ ダーツカフェデルタ立川店



ナカニシ　ユウキ ハマノ　コウタ ダーツカフェデルタ渋谷店

ヒビ　タカシ ヒビ　ユウコ ダーツカフェデルタ渋谷店

オカニワ　ミノル アオダイ　ミチコ ダーツカフェデルタ渋谷店

サイトウ　リョウタ イツキタ　ショウタ ダーツカフェデルタ渋谷店

ナガタ　ユウタ イノマタ　ユカリ ダーツカフェデルタ渋谷店

マツモト　イゾウ モリ　イゾウ ダーツカフェデルタ渋谷店

カワイ　シンタロウ イタノ　マサヒロ ダーツカフェデルタ渋谷店

トクタケ　ナオキ イナガキ　タクヤ ダーツカフェデルタ渋谷店

タカハシ　リョウスケ　 ヤマギシ　サヤカ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

ヤマギシ　ヨシノリ ナカジマ　タカヒロ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

サカイ　カズアキ タグチ　ヒロキ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

タカイワ　バク サガラ　ショウタ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

コサコ　イリ フルヤ　サキ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

オバラ　ダイチ オバラ　ヤマト ダーツカフェデルタ吉祥寺店

イシツカ　シュウヘイ イイダ　チハル ダーツカフェデルタ吉祥寺店

ナカジマ　ツバサ タナベ　ショウヘイ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

タカハシ　ヒロアキ シモダ　ヨシヒロ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

ナガハマ　ジュン チウラ　カツユキ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

タカハシ　トシキ スガワラ　ケンタロウ ダーツカフェデルタ吉祥寺店

ヤマムロ　カズユキ ユラ　タカヨシ ダーツカフェデルタ神田店

クロメ　マモル タカハシ　ケント ダーツカフェデルタ神田店

オカザキ　ヒデノリ コミヤ　ヤスヒロ ダーツカフェデルタ神田店

フジサワ　ヒロアキ アサクラ　ヒロム ダーツカフェデルタ神田店

エビネ　マサクニ サカウエ　タイチ ダーツカフェデルタ神田店

ホドヤマ　ユウキ サワダ　タクト ダーツカフェデルタ亀戸店

イワサキ　ショウタ ワダ　カズノリ ダーツカフェ　イワオ

タカセ　ケンスケ ナガタ　ヤスヒロ ダーツカフェ　イワオ

トクナガ　カズキ マツイ　ダイキ ダーツカフェ　イワオ

オオエ　タケシ コイト　トシユキ ダーツカフェ　アモール

ヨシハラ　アキヒサ コイト　ミホ ダーツカフェ　アモール

ヤマモト　ユウジ ミウラ　カツヤ 砂時計

クスムレ　オサム ヒラノ　マサトシ 砂時計

サクライ　ハルヒサ タカハシ　エミ 自遊空間　新潟柏崎店

イマイ　タカヒロ カワチノ　トシオ 自遊空間　井土ヶ谷店

コマツ　タカユキ モリ　ケンイチ シエスタ　アンド　オラス

スズキ　ヒデカズ イシグロ　ヨシミ サンパーク中央口店

マツバ　ユウキ コクエ　ユウジ サイドナイン

タカサカ　ケンイチ ヨシダ　トシアキ 小岩JB'ｓBAR



イシカワ　ショウヤ アサノ　マコト グリーンカフェ

オオトモ　ユウスケ オゼキ　ヒロカズ グリーンカフェ

タチワダ　シュウゴ イイヤマ　ケンイチ グリーンカフェ

ホンダ　マサル チノ　アキコ グリーンカフェ

サオトメ　マリ ヨシカワ　リエ グリーンカフェ

シゲハラ　ツグミ ホリウチ　ミノル グリーンカフェ

カマツキ　ケイタ シミズ　リナ グリーンカフェ

クリハラ　タダオ スズキ　マイ グリーンカフェ

サオトメ　ジュン タザキ　アキナ グリーンカフェ

アベ　コウスケ モチヅキ　アサミ グリーンカフェ

イケダ　イツヒロ スズキ　コウタ グリーンカフェ

リー　シケン コバヤシ　カズキ グリーンカフェ

ナカヤマ　ユウト ナカムラ　ユウリ グリーンカフェ

ヨシカワ　ユウキ テラニシ　アユミ カラオケ＆ダーツ　Ｄ’ｓ鶴見

オイカワ　リョウ ホソダ　マヨ カラオケ＆ダーツ　Ｄ’ｓ鶴見

イケダ　ユウジ コヒ　ヤスナリ カラオケ＆ダーツ　Ｄ’ｓ鶴見

シノダ　ケン クマガイ　タクヤ カフェレストラン　たまーる

タカシマ　ミツル テラサキ　ショウ カフェレストラン　たまーる

ヨシナリ　ショウ スガイ　ミクト カフェレストラン　たまーる

サカタ　ヨシカズ オオゼキ　リノ カフェレストラン　たまーる

サカイ　ヒデノリ ツルオカ　テルヒコ カフェレストラン　たまーる

カワカミ　ダイスケ コンノ　リチ カフェレストラン　たまーる

ワダ　マサツグ シシクラ　ユキオ カフェレストラン　たまーる

ワタナベ　カヨ ナカムラ　ユリカ カフェレストラン　たまーる

ゴンダ　タカヒサ ソブエ　タケアキ カフェ　エルピス

オカヤス　カナ アベ　ツトム カフェ　blue moon 37

イシダ　ユウキ ホリ　タイスケ 神楽

マエカワ　シオリ カネマル　マリカ 神楽

コバヤシ　ナオト シゲタニ　カンナ 海神NO-VICE

キヨタ　ケント ヤナイ　マサヒロ イーグルA青葉台

サカグチ　ショウタロウ サカグチ　マモル イーグルA青葉台

イセガワ　ヤスオ ナガモト　イズミ イーグルA青葉台

ツチヤ　マサヒロ イケダ　トモヒロ イーグルA青葉台

カトウ　タカカズ ヤマグチ　ユウ イーグルA青葉台

タナカ　シンペイ ツチヤ　ケイスケ アストロ鶴ヶ峰

キダ　コウノスケ アサバ　タクヤ アストロ鶴ヶ峰

ウダ　マサシ タケウチ　マユリ ZICCA

イノウエ　シン ヤギサワ　ヒロキ ZICCA



オザワ　カツノリ マツモト　カズマサ zac ca

ナカセコ　ミチノブ タナカ　カズヤ zac ca

テヅカ　マサキ シブカワ　ジュン zac ca

オカダ　カズヤ オオタカ　マサシ zac ca

モテギ　マサタカ アオヤギ　マサヒト yohohama Honey's Cafe

クワハラ　カズヤ サイトウ　エリカ yohohama Honey's Cafe

ホシノ　アキヒロ カトウ　ヒロシ yohohama Honey's Cafe

カクダ　ミノル イシイ　ヤスヒロ yohohama Honey's Cafe

ケンモチ　エイジ オオハタ　ヨウイチ yohohama Honey's Cafe

オオハタ　サクラ バン　エリサ yohohama Honey's Cafe

サクライ　リナ ナカネ　ゴンタ VISITOR

コバヤシ　ジュン オガワラ　ユウスケ VISITOR

ハマダ　ミツル コイケ　ノリマサ VISITOR

スギタニ　チヒロ ミナガワ　リュウイチ VISITOR

ユアサ　カツノリ サトウ　ケン UP練馬

ツカモト　カズヤ ハラグチ　シュンイチ UP練馬

ウダガワ　ツヨシ ナガハマ　ハヅキ UP練馬

スズキ　タダイエ ミヤザキ　キエ UP練馬

スガイ　シュンヤ オオクボ　チナツ UP練馬

サカモト　ヨウ アオタケ　カズホ UP練馬

サイトウ　ダイキ タカオ　フミヤ UP練馬

カトウ　カズヨシ ソウカワ　ユウカ UP練馬

イナミ　ケイスケ タカハシ　マリ UP練馬

ナカイ　ヒロカズ ハラ　エリカ UP練馬

ナカタ　カズヨリ モリ　ユウダイ UP練馬

アイダ　リュウキ ヤリミズ　ユウタ UP練馬

オガサワラ　ユウタ オキタ　イッセイ UP練馬

コバヤシ　ユウタ ヤスダ　アヤノ UP練馬

オオノ　サチコ ハチヤ　アヤノ UP西新宿

イトウ　ヨシヤス コバヤシ　アスカ UP西新宿

シマ　リュウイチ ヤハタ　ユウスケ UP西新宿

サカイ　ユウヤ ヒラシマ　アイコ UP西新宿

カトウ　アサミ イナミネ　モリタカ UP西新宿

ノザキ　スグル イシカワ　タカヤ UP西新宿

コウシンボウ　サトル コイズミ　ヨシキ UP西新宿

ハヤマ　ジビン クロサワ　メグミ UP西葛西

マツザキ　リュウジ ヤマモト　タツヤ UP西葛西

ヨコカワ　スグル マツキ　ユリ UP西葛西



カワノ　シンヤ カワサキ　マサヤ UP中野

ナカガワ　シンゴ モリタ　マサヒロ UP中野

イシイ　シンノスケ ナカタ　シュンスケ UP中野

ウエタニ　ショウタロウ シバサキ　サトル UP中野

キン　リュウ ツキオカ　タクミ UP東京八重洲

タカオ　ジョウジ カスヤ　タカシ UP東京八重洲

ワタナベ　ユウキ ウエダ　ショウタ UP東京八重洲

ドウウエ　カズナ オオタ　ヒナミ UP東京八重洲

イガラシ　タケル ウベ　コウジ UP東京八重洲

ナガイ　ホクト ヨシタケ　シュンジ UP竹の塚

イワカタ　ナオナリ コバヤシ　リカ UP竹の塚

サンダース　ヒュウガ ヒラタ　タカユキ UP竹の塚

シライシ　アキラ ササキ　シュン UP竹の塚

スズキ　ナイキ コミネ　ジュンカ UP竹の塚

モリタ　ユウスケ ミヤマ　サトシ UP新橋

イシムラ　タクヤ ヨシムラ　ケンタ UP新橋

ミウラ　シホ アイカワ　マサキ UP新橋

ミハラ　アオイ オガタ　レン UP新橋

スズキ　ミズキ ナカムラ　タクム UP新橋

サトウ　モエリ アゼモト　リュウセイ UP新橋

オダワラ　シュウ ダイドウジ　キヨシ UP新宿靖国通り

タナカ　ケンジ オチ　リョウガ UP新宿靖国通り

ヒウラ　ケンタロウ ナカネ　タロウ UP新宿靖国通り

サトウ　エイナ イシノダ　ヒサシ UP新宿靖国通り

ヨネミツ　シンヤ モトハシ　キョウヘイ UP新宿靖国通り

イエウエ　ゲン オガサワラ　リク UP新宿靖国通り

オオタニ　フミタカ ヒロセ　ユイ UP新宿三丁目

タダ　ユウスケ ホシザワ　リエ UP新宿三丁目

カキハナ　リヒト カワダ　カズシ UP新宿三丁目

カマダ　ナツミ ホリエ　ケンタ UP新宿三丁目

コヤマ　ヨシカズ コクボ　タケシ UP五反田

ハヤシ　カズキ トキタ　ハルカ UP五反田

オリカサ　ダイチ アカザキ　ユリナ UP五反田

イノウエ　タダシ オヤマツ　ヨウ UP五反田

ショウイチ　マユコ イシジマ　ダイスケ UP五反田

キタワキ　リュウジ マルヤマ　タカキ UP小岩

トミタ　ナオト マツオカ　マサノリ UP小岩

ムラオ　タカシ タナカ　シンタロウ UP小岩



ハナザワ　ユウシ イシイ　リオ UP小岩

イシヤマ　シンイチロウ ノジマ　ジュンコ UP小岩

キモト　コウヘイ ヒラヌマ　ダイスケ UP錦糸町

ナカジマ　ユウダイ ナカムラ　アヤノ UP錦糸町

ヒラタ　コウスケ カシムラ　ユウスケ UP錦糸町

サトウ　マサシ ミナミザキ　ユイ UP錦糸町

カネノオ　テルアキ ツムラ　ユウキ UP錦糸町

カマタ　リョウヘイ モギ　シンノスケ UP北千住

ハマウラ　マコト コバヤシ　ユカ UP北千住

コイケ　ヒロム ムライ　シズク UP北千住

ツユキ　ダイスケ カワグチ　ユウゲン UP北千住

スガハラ　ダイスケ イイノ　ミナト UP北千住

イマサカ　マサオ セオ　アリサ UP恵比寿

ヒビノ　マサル ミヤシマ　ナルミ UP恵比寿

アベ　マサユキ イケマツ　クニミチ UP恵比寿

アライ　ケンタ ヨシオカ　ユキマサ UP恵比寿

ヨシダ　マコト ヨシダ　ノボル UP上野

タカハシ　トモヤ タカハシ　メグミ UP市ヶ谷

ナカツ　ショウヘイ ナガオカ　エルナ UP市ヶ谷

ヒラノ　イッセイ ワダ　タケシ UP市ヶ谷

ナカソネ　ミノル サトウ　シュウカ UP市ヶ谷

アベ　ダイスケ セキネ　メグミ UP市ヶ谷

ヨシノ　タカヒロ サカイ　ヨウスケ UP池袋

カネダ　ユウタ オグマ　ハツネ UP池袋

ワカバヤシ　ミツアキ タカハシ　リョウ UP池袋

オオバ　ユイト ショウジ　カズシ UP池袋

モギ　テルマサ オオサワ　ミク UP飯田橋

フクダ　テツヤ フジナミ　ユウマ UP飯田橋

ツボタ　ユウキ テラカワ　アキホ UP飯田橋

オガワ　ヒロム ササキ　コウイチ UP飯田橋

ヤマザキ　ユウジ コサカベ　ユイ UP飯田橋

クラモチ　セイヤ イイジマ　タカノリ UP飯田橋

スズキ　タカユキ ヤマモト　マイ UP飯田橋

タナカ　トモユキ エグチ　アキラ UP飯田橋

ホズミ　ヤヨイ ミヤザキ　ヨシヒロ UP秋葉原

ナカノ　トモ イタクラ　カツヨシ UP秋葉原

スズキ　タカオミ サトウ　ノブヒロ UP秋葉原

ウチノ　タダカズ オカオ　フミコ UP秋葉原



シンドウ　タクヤ オオカワラ　ヒデ UP赤羽

オカヤマ　カズシ イシカワ　ミホ UP赤羽

フナコシ　タクミ オオムラ　ユリ UP赤羽

ユモト　タクマ ナガタニ　ヒロフミ UP赤羽

チバ　ミサキ コウサカ　ショウ UP赤羽

スズキ　ヨシノリ ヤマモト　タカヒロ UP赤羽

タナカ　タクドウ ヤナギ　メグミ T-ZONE

トダテ　アラタ サワベ　リュウタ T-ZONE

ミヤザキ　ユウダイ ヤマダ　ユウスケ TRUTH田町

ササキ　マサノリ ミワ　コウタロウ TRUE BLUE

タニソコ　ツカサ スズキ　サツキ TRUE BLUE

タカノ　テッペイ コムレ　レイナ TRUE BLUE

ナカムラ　カズマサ キンジョウ　カズキ TRUE BLUE

トウメイ　タカヒロ タカハシ　ヒロキ TRUE BLUE

アダチ　ジュンジ テルイ　コウイチ TRUE BLUE

オサカベ　タクミ タカノ　アズサ Tripel Crown 湘南

ホウジョウ　カツヒサ ヤマグチ　ヒデキ SUNS

オオヌマ　コウキ コジマ　ハルカ SUNS

イイヅカ　マサミ スガヌマ　チアキ SUNS

ナラ　ユウマ ワタナベ　ユウキ Sports Bar Shamrock

ツカハラ　リョウ ハヤシダ　ノゾミ SPORTS BAR GATE

ミカミ　ヨシユキ ウエノ　ナオコ SPORTS BAR GATE

ワタナベ　ケンイチ ヨツグリ　ユキ SPORTS BAR GATE

クドウ　サヤ ヤマモト　サキ SPiN 土浦店

アベ　ショウゴ マツザキ　ミツヨシ SPiN 土浦店

オオクボ　カツヤ カトウ　マサヨシ SHOT BAR BARATIE

コバヤシ　ユウタ フルカワ　マナミ shoot

オオワク　アキヒコ サカイ　ユウキ savanna 東中野

クワバラ　タカシ イシゲ　アヤコ savanna 東中野

タガワ　トオル シミズ　ワタル Restaurant Bar Wild Heart

アオキ　ダイゾウ ウガジン　リョウコ Restaurant Bar Wild Heart

イセキ　ヨシノリ イトウ　ミユコ Restaurant Bar Wild Heart

アカイシ　ジュンコ コモリ　ヨシミ Restaurant Bar Wild Heart

ヤマザキ　ケンジ アカイシ　コウジ Restaurant Bar Wild Heart

ミヤワキ　ミユ タナカ　タツロウ RALLY淵野辺店

シマサキ　ユウスケ ショウジ　ユウキ RALLY淵野辺店

ノウジョウ　サキ カマダ　シホ RALLY淵野辺店

ワタベ　マオ ホリ　アツシ RALLY淵野辺店



スギヤマ　ツヨシ オギノ　カオリ RALLY淵野辺店

タカバタケ　アキラ フジクラ　タクミ RALLY淵野辺店

フセ　カズキ ナスイ　ジュン RALLY淵野辺店

ツキハラ　タクヤ ハヤシ　サキ RALLY淵野辺店

アライ　ダイスケ オオシタ　タクヤ RALLY淵野辺店

チバ　トモキ タカノ　ケンシ RALLY淵野辺店

エンドウ　ヒデカズ セダカ　マサシ RALLY相模大野店

ヒロセ　ハルカ タキグチ　チヅル RALLY相模大野店

カザマ　ユウキ クロサキ　ユウキ RALLY相模大野店

コウノ　タケル エチゼン　オサム Raku Darts

イシイ　ノブアキ ヤギシタ　クレハ Raku Darts

ハンダ　ユウダイ トリヤマ　ヒロト Raku Darts

キゴシ　マサル マツナガ　ショウ Pure

タザワ　サトシ キモト　タカユキ Player's Cafe STYLE

エノクマ　シュウイチ ナルケ　シュンスケ Player's Cafe STYLE

オオダテ　ユウスケ シノ　シュウタ Player's Cafe STYLE

ヤマシロ　ハジメ ヤマウチ　リョウ Player's Cafe STYLE

トムラ　アヤノ ササキ　ミク Player's Cafe STYLE

サトウ　ヒロキ タザワ　ヒデキ Player's Cafe STYLE

ヤマモト　ケイスケ シンカワ　ムサシ Player's Cafe STYLE

ハヤノ　ユウヤ タクボ　マサル Player's Cafe STYLE

カワグチ　トモヤ イシワタリ　マサキ Player's Cafe STYLE

マツイ　サトル タナカ　セイラ PLAT

オオクマ　ヒロユキ サトウ　タケシ PLAT

イマノ　ミツキ タカムラ　セリカ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ヨクモト　ユカ フルヤ　アンナ Palace

ヨクモト　ショウゴ イドウ　ケイスケ Palace

タクチ　トモヒロ カマタ　レン Palace

ニシグチ　サユリ ナガオ　ミツアキ Palace

コダマ　リョウ ウルノ　ユキヒロ Palace

ハセガワ　ヨウイチ サシダ　ケイスケ ON LIMITS

コバヤシ　ヒロユキ シライ　セイヤ ON LIMITS

イナガキ　リサ スナガワ　トモヒロ ON LIMITS

ウイ　リョウ サトウ　マサシ ON LIMITS

ノセ　タカユキ トヨダ　タカシ ON LIMITS

モトスギ　マナブ タキザワ　タイチ Oher side

ヤガワ　トモハル キヨミヤ　エリ Oher side

タケイ　マサミチ クリバラ　トシフミ noiz



オガタ　ユキノリ ヨコタ　トシアキ noiz

シミズ　キザシ ヤマシタ　カナメ noiz

ニシマキ　チズコ タカハシ　タカシ noiz

オオサワ　ケンタロウ ナカヤマ　ショウタ NATURAL NINE 横浜

ナメガヤ　ワタル モロフジ　ユキコ NATURAL NINE 横浜

クラノウチ　イッコウ ミヤナガ　セイヤ NATURAL NINE 横浜

フナミズ　トモヒサ ナガサワ　カズアキ NATURAL NINE 池袋

シバタ　トワ サコウ　ユウ NATURAL NINE 池袋

タナカ　ショウゴ コン　ヨシヒロ NATURAL NINE NOGATA

オダジマ　マコト フジイ　ロミ MECCAxPINE

タカハシ　ヨウイチ オオウチ　タツヤ MECCA Kawasaki

タガミ　アキヒロ ナガヌマ　タツユキ MECCA Kawasaki

ナカニシ　タケオ シラキ　タツミ MECCA Kawasaki

ナカヤマ　リョウ ナカヤマ　リク LINK 所沢

マツクボ　トモ チノ　ヒロユキ Link 北千住

アダチ　レオ ハシモト　ヒデアキ La'ma lama関内店

コジマ　ケンイチ アサノ　ケイスケ K's　AINA

ヤナギサワ　ヒカル ナカジマ　ユウスケ Ki.Zu.Na

トミタ　マサトシ コタニ　カズシ Ki.Zu.Na

ヨネカワ　ナオト ノギ　ジロウ Ki.Zu.Na

スズノ　リョウタ ウマイ　ナオト Ki.Zu.Na

ナガエ　リュウジ シシクラ　イズミ J-Spirits

イナバ　オサム ハマグチ　カナ J-Spirits

ヨシノ　タクヤ カワバタ　タケシ J-Spirits

オオタケ　ヒロト ミヤチ　ユウスケ J-Spirits

サカキバラ　サダオ フルヤ　カンナ J-Spirits

アンドウ　ニコ アンドウ　ユウマ J-Spirits

オオゼキ　タクヤ タカザワ　アユミ J-Spirits

スズキ　アキオ スズキ　ミサヨ J-Spirits

スズキ　アキオ カツヒラ　ゴイチ J-Spirits

ヨコヒラ　ケンイチ タカバヤシ　トシアキ Jammy

キクチ　マサヒロ ヒガシ　カズノリ Jammy

ヤコウ　ツヨシ ウチノ　ショウコ Jammy

キタザト　リョウイチ タケゾエ　トモキ i Darts TOKYO

ナガサワ　ショウヘイ トマツ　アツシ HERO's CAFE

オオノ　セイジ ゴトウ　ヨシテル HERO's CAFE

ノムラ　ケンタロウ ノジリ　ヤスノブ G-LOVE

イオカ　ダイスケ ホシノ　ヨシモリ GARUDA



ウチマ　トモフミ サクライ　ユウキ GARUDA

オオタ　トモノリ タケウチ　シンジ GARUDA

コバヤシ　コウジ アキホ　ミツトシ GARUDA

ウメムラ　ヨシフミ イガラシ　カズヤ Garret 2

ヨシダ　ユウキ タカナシ　サキ Garret 2

ナルセ　ヤストシ ワカバヤシ　ツトム Garret 2

ミツハシ　ヒロヤス オジカ　ヨウイチ Garret 2

イケガミ　ユウスケ ヒグチ　シンヤ FUN中河原

フルカワ　ショウタ タカバタケ　トシキ FUN中河原

コイズミ　アキラ カサマツ　タカキ FUN中河原

メグロ　サトル ヒロタ　ユウト FUN中河原

ハタザワ　ケンタ チバ　タクミ FUN中河原

エンドウ　ヒロヒサ アイヅ　モモコ FUN中河原

ヤマザキ　リュウ ヤマウチ　ユウキ FUN中河原

スエヨシ　アキト キクチ　フミアキ FUN中河原

ヨシナリ　トシマサ ツチヤ　アキラ FUN中河原

ムロタ　マコト ケヅカ　ユウゴウ FUN中河原

カガ　ユウジ タナベ　ヨシユキ FUN鶴見店

シマダ　ジン シマダ　カズユキ FUN鶴見店

ヒガシジマ　リョウヘイ アラナイ　カケル FUN久我山

オオエ　トモヒロ ヤシマ　ケンジ FUN経堂

ハセガワ　リュウ ウンノ　マサノリ FUN経堂

ノザワ　タカノブ アソウ　ケイイチ FUN経堂

キムラ　キョウヘイ マエダ　ヨシオ freccia

ドイ　ケンタロウ マツエダ　アイ freccia

ミヤベ　カツヤ カトウ　ダイキ freccia

ナカムラ　イッセイ ワタナベ　ヨシヒコ freccia

ヨダ　ミチコ ヒラノ　アユミ eye's 溝ノ口

イトウ　アキヒロ スエオカ　イチロウ evu

イシダ　カズヒロ シモノ　タダシ evu

スズキ　トシアキ トマベチ　マサヤ evu

ホウジョウ　マコト フクモリ　ミカ D'z BAR

オノザワ　トシヒデ モチダ　ヒサノリ D'z BAR

ヒライ　ケイスケ　 シブヤ　アヤメ D-Stlye

ノタケ　マサヒコ ヨコミゾ　アツシ Dining M's

セキグチ　ユウコウ ヤマト　タロウ Dining M's

ワタナベ　ケン カトウ　ツバサ Dining Bar Bond 淵野辺本店

アンドウ　シモン ツボノ　ハルカ Dining Bar Bond 淵野辺本店



サカグチ　タイシ イタバシ　ジュンイチ Dining Bar Bond 淵野辺本店

タジマ　シホ シゲモト　タカヒデ delta OMIYA in Hive

オザワ　コウダイ タカハシ　サイ delta OMIYA in Hive

セキグチ　トシキ コイケ　シュンスケ delta OMIYA in Hive

アライ　サトシ イワブチ　ショウ delta OMIYA in Hive

ノハラ　ノゾミ マツザワ　ショウジ delta OMIYA in Hive

サカヨリ　タクト スズキ　ミサキ delta OMIYA in Hive

ヨシダ　ヒロシ タカノ　タツヤ delta OMIYA in Hive

タカハシ　ヒロヒデ ヨシダ　ホナミ delta OMIYA in Hive

オカダ　ヒロシ マツモト　ナオキ delta OMIYA in Hive

ヤマハタ　ユウキ マツモト　アラシ DEEP BLUE

ヨシダ　ダイシ ヨシダ　アサコ DEEP BLUE

タカハシ　ヨシテル ナガノ　シンペイ DEEP BLUE

サイトウ　ツヨシ ヤマキ　ジュン DEEP BLUE

オオミナト　マサヒロ アサバ　ヨシタカ DEEP BLUE

オカヤス　キョウタ ドイ　マユカ DEEP BLUE

ワタナベ　ショウヘイ オオタニ　ヒサコ Darts&Dining DOUBLE

ウラシマ　リョウジ イシカワ　カズヒコ Darts&Cafe ぷぅ

ツツミ　ヒロユキ タカハラ　イク DARTS&BAR FAM

イシヅカ　コウスケ イイダ　ユカ DARTS&BAR FAM

タカハシ　ユウキ カワグチ　ユウノスケ DARTS&BAR FAM

モチヅキ　アヤカ ツツミ　トモアキ DARTS&BAR FAM

ワタナベ　ナオキ ワキタ　シンジ DARTS SHOP ハイジアン

イガラシ　ツトム クロカワ　リョウガ Darts Shop GLITTER

ヨシダ　リョウタ ニシヤマ　ツヨシ Darts Bar T's

コガ　マユミ スズキ　タカユキ Darts Bar T's

イマガワ　ナオキ サイトウ　ワカナ Darts Bar T's

モモセ　リオ サトウ　トモミツ Darts Bar T's

カワド　ユウスケ スズキ　ユカ Darts Bar Black Monkey

イソダ　シンイチ ウチダ　リカ Darts Bar Black Monkey

コイケ　ヒロキ イイダ　ハルカ Darts Bar Black Monkey

カトウ　トヨアキ キヨタ　アキ Darts Bar Black Monkey

イソダ　エリカ フジワラ　マホ Darts Bar Black Monkey

シバタ　ケイスケ ウメザワ　ユウスケ Darts Bar ALBA

キタムラ　ヤスヒサ イシカワ　リョウ Darts Bar ALBA

オオサワ　タケシ　 エサキ　ナオヤ Darts Bar ALBA

コミネ　カツヤ シバタ　ハヅキ Darts Bar ALBA

ツボイ　マサシ ハマハラ　ヒロユキ Darts Bar ALBA



クボタ　ミユキ フジサワ　ヒトミ DaRGON.GB

シマダ　ユウイチロウ イノウエ　ショウ Cross Design Creation

サトウ　フミヒコ ミナイ　カズナリ Cross Design Creation

セキネ　リョウタ タクマ　アヤ Cross Design Creation

サカタ　ナオト アキモト　タカコ Cross Design Creation

ナラザキ　ススム イシカワ　タカユキ Cross Design Creation

フシミ　タツヤ ササキ　カズユキ Cross Design Creation

サカモト　マサユキ イモト　コテツ ciel blue

チネン　リョウジ アソウ　マサヒロ ciel blue

ヌカリヤ　リョウ ナカザワ　クニヒロ charm

マツザキ　ヒロユキ ミウラ　ツヨシ Cafe&bar WhiteHorse

ウエノ　サトル ヒグマ　マサトモ Cafe&bar WhiteHorse

ナカヤマ　サトシ ウメノ　ユウタ Bully's 池袋店

コジマ　リンタロウ マツバラ　ヒロキ Bully's 池袋店

アキヤマ　ヒサシ ウダガワ　タク Bully's 池袋店

イシダ　ショウゴ ヨコタ　ジュンヤ Bully's 池袋店

カワイ　アキオ ヤナギ　シンジ Bully's 池袋店

ヤマナカ　トモミツ イイジマ　ノリオ Bully's 池袋店

アベ　セイジ コジマ　ヒデユキ Bully's 池袋店

ウエマツ　アヤカ ヨシダ　アサミ Bully's 池袋店

ナガタ　カズキ ナガタ　アヤ Bully's 池袋店

ナカヤマ　タクヤ ヤマオカ　ユウキ Bully's 池袋店

ニイモト　タスク カワグチ　トモヒロ Bully's 池袋店

ミツイ　カズヤ シバタ　シュンスケ BRATZ

ゴミ　トモヒロ ゴミ　ミユキ BRATZ

エンドウ　ユウ モンゼン　カナコ BRATZ

イシイ　ユウキ シマムラ　シゲル BRATZ

イナバ　ヨシタカ ソウザキ　アキヒロ BRATZ

ヤスドメ　タカシ ニシダ　シンイチロウ BRATZ

タチバナ　タカヒロ ミウラ　マユカ BAT BAR

ミヤモト　セイヤ タナカ　アキラ BAT BAR

ミヤモト　ノリミツ ヤナギサワ　ヨシアキ BAT BAR

ニシヤマ　ジョウジ キタヤマ　オサム BAT BAR

サトウ　アサミ ウリウ　ヒロノリ BAT BAR

シムラ　ユウタ ヤマダ　ユウヤ BAT BAR

オカムラ　トシフミ サイトウ　トシキ BAT BAR

シンザワ　カツヒロ サイトウ　ミユキ BAT BAR



タカギ　ツトム イシタ　コウジ BAT BAR

ツルタ　ゼンタ タカノ　カツハル BARREL 竹ノ塚

ムラタ　ミツヒロ オノ　ヒロミチ Bar Lammin

シマノ　マリエ シミズ　マサユキ Bar Lammin

ドイ　カツヒコ オオヤマ　ヒロカズ Bar Lammin

オオシロ　ケイスケ オオツカ　アキフミ Bar Lammin

ムカイ　タクミ モンマ　ヒロヒサ Bar Lammin

ヒグチ　フミヒデ ヒラノ　カナ Bar Lammin

ササノ　タカヒト サトウ　ノゾミ Bar GARDEN

オオタ　タツト カワバタ　ユウジ Bar GARDEN

オオタケ　ヒカル ソネ　シヨミ Bar GARDEN

ヤマモト　タケシ タナカ　シホ Bar GARDEN

ネモト　ヒデキ タケナカ　フミヤ Bar GARDEN

サトウ　トモヒサ アサト　レイジ Bar GARDEN

トウノ　タクヤ ヤマモト　リョウイチ BAR CRASH

ヨネザキ　ノブユキ イケザキ　サトシ BAR CRASH

コバヤシ　アキラ シラハタ　ススム Bar Ciel

ミズノ　ノゾミ ワカバヤシ　リョウマ Bar Ciel

ヨモギダ　チカ ナカムラ　ケイコ Bar Ciel

タケダ　マサキ タケダ　ユキコ Bar Ciel

ヨシダ　リョウ イイヤマ　ショウ Bar Ciel

カザマ　アツシ アキモト　ヒトシ Bar Ciel

マツヤマ　タイ ナカイシ　ショウコ Bar Ciel

オオバ　アツヒコ マルヤマ　マキ Bar Ciel

キムラ　ヨウイチ オオタ　マサタカ Bar Ciel

ヨシダ　タカノリ キムラ　マナミ Bar Ciel

サトウ　シンジ コバヤシ　コウジ Bar Ciel

コヤマ　タツヤ コヤマ　マユコ Bar Ciel

ササキ　タケミツ ササキ　ユイコ Bar Ciel

ハタケナカ　ヒロシ スギヤマ　カズキ Bar Brown Base

ブツエン　マサヒロ ヤマギシ　ユウキ Bar Brown Base

ハイタニ　ダイキ サノ　ホマレ Bar Brown Base

コジマ　ヒロアキ タケ　ミホ Bar Brown Base

ウシザワ　ミツヒロ ハギワラ　ジュン Bar Brown Base

オニヅカ　コタロウ シマダ　カズキ AZURE

サワサト　マサヒロ イソノ　ダイスケ AZURE

サトウ　マサノリ クリハラ　サオリ AZURE

ミヤザキ　ケイイチ タナカ　ジュン AZBOX青梅店



ウエザト　テツヤ イケダ　ユウキ AZBOX青梅店

オオタ　ミツル ヤマザキ　トシキ AZBOX青梅店

ナガイ　マサトシ エンドウ　ダイスケ AZ LEG HOUSE

スズキ　コウイチロウ ホソカワ　ヤスヒト AZ LEG HOUSE

オクヤ　ミホ エンドウ　ノリコ AZ LEG HOUSE

ゴードン　ベネット モリ　マイコ AZ LEG HOUSE

マエダ　カズキ アオキ　マサシ AZ LEG HOUSE

ミヤノ　ヨシアキ イノウエ　アツシ Asian style Bar tuktuk

モリタ　ジュン ワタナベ　シンイチ Asian style Bar tuktuk

タダマサ　キヨシ タダマサ　リヨコ Asian style Bar tuktuk

スズキ　ユウタ フカヤ　レイナ Amusement Bar GAPS

トガシ　リュウ ヤマモト　ツヨシ Amusement Bar GAPS

ナカコガワ　サトシ ツジ　ケイコ affect-屋

スガワラ　アキラ ニシジマ　ミツル affect-屋

シオツキ　マサル ヨシカワ　ユウキ 50's

オオモリ　ジュンイチ タカギ　ハヤカズ 50's

ヤマグチ　マサシ トクヒサ　イクコ 50's

カワノ　カヨコ コバヤシ　ヨウコ 50's

ニシジマ　アツシ モリモト　ヤスフミ 10FF

コバヤシ　ヨシノリ カネヤマ　トモミ /ZERO

オカノ　シュンヤ オカニワ　マサキ /ZERO

ムグルマ　テツヤ ヤマグチ　テツヤ /ZERO


