
店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2 プレイヤー3
Ace Club コンドウ ワタル ワダ ダイキ ツジモト マサヤ
Ace Club サトウ ユウタ サカモト タクヤ ムラタ ユウスケ

BAR CROSS ROAD フジモト チハル アオキ ジュンコ ササキ リウ
Bar glad ヤマダ マサル フジモト カズユキ ナガミネ ミカ
Bar glad フカガワ コウヘイ ウラ タカト ニシヤマ ユウジ

Cafe&Bar TOPGUN キシモト ヨシフミ キシモト カオリ スズキ カズテル
DANG NEXT ミズノ ユウ コガ マサヒロ マツオ ヒトシ

Darts Bar MIU サト リョウ フカワ アキヒサ マキノ ハナ
Darts House Reve ナカモト タケアキ オオクボ トモキ キタガワ チカラ
Darts Shop R 梅⽥ ワダ ユウスケ サトウ ジュンイチ ウシオダ エミ

Darts&Bar GERONIMO クスモト タクマ ハセガワ ケイ トクナガ ヨウコ
DARTS&Bar NOVA サイショ ナルミ スギオカ アキラ フナト マサキ

DPL⼤阪 ハラ カツマサ ナリタ ユウジ ヨシカイ ユカリ
Innocent イチハラ マモル タケナカ ユウキ カワダ ユキヒロ

JADE サクライ ユウキ サカグチ カツヒコ ソネダ タケシ
JADE オカゾエ ケイタ カジ スズカ タケウチ ユウスケ

L-cube オオキ コウヘイ ヒラバヤシ ヒロタカ ミヤモト ヤスヒサ
L-cube コジマ ミツタカ モリ ユウキ ナガオ シゲル
L-cube ハラダ ナオヒコ シラチ ケンイチ タケナカ シンヤ
L-cube ナカシマ ケンイチ ミヤマエ タカノブ シマウチ ノブヒロ
L'arbre ヒラカワ カツヤ オガワ マサヒト アマネ チノ
L'arbre イケダ ショウ ニイ タカテル ヒノ キイナ

MOANAKAPU ナカバヤシ ダイ ナカハラ ヒロユキ マツシタ ユウキ
One-G ハマダ コウヘイ オオツボ トモヒロ ニッタ ナギサ

Pink Dolphin ニシハラ ショウジ カミジ マミコ カナイ マサノリ
Pool Sept シンカワ セイジ ニシヤマ キョウスケ アマノ チエミ

Seven Star セキグチ ダイキ アラキ マイ ツジタ カズマ
Sports bar Seed ミボロ ツヨシ オザサ ユウジ ニシノ サトコ
Sports bar Seed ヨシモト ケイタ タニグチ ユウジ タカハマ リナ

UP秋葉原 しんすけです まだ舞える だっつん⾖⾖ＤＸ
ガーデン⽣駒 イズイシ テツヤ ミムラ アツシ ヒヨシ ショウタ

ｺﾛｰﾚｻﾝｽﾄﾘｰﾄ 浜北店 オオハシ クルミ オノギ ケンイチロウ ヨネザワ レイ
ダーツカフェガーデン京都 キシモト マサアキ カワカミ ショウゴ タナカ ユウマ
ダーツカフェガーデン京都 オカモト ヒロナオ コンノ ヤスノブ タムラ ジュンイチ
ダーツカフェガーデン京都 イワサキ リョウタ フジカワ シュウサク ナガヤマ チエ

ダーツカフェガーデン⼼斎橋 カドタ シンヤ ホウジョウ キョウセイ タマシロ サツキ
ダーツカフェガーデン⼼斎橋 スギモト マサユキ ナカムラ マサル ハマ キクコ

忘我東⼤阪店 タチバナ ダイスケ エグチ ユウスケ サルガク ムネユキ

DARTSLIVE OPEN 2019 OSAKA
店舗別トリオス　エントリーリスト

受付 (9︓00〜9︓40) 、 試合開始 (10︓00〜)

大会当日はご登録いただきましたDARTSLIVEカードが必要となります。必ずご持参ください。

お忘れの場合、新しいDARTSLIVEカードにデータを移行していただくなど、場合によっては試合に出られないこともありますので、十分ご注意ください。

本大会はスマートフォンアプリを使用して大会を進行します。

事前にApp StoreまたはGoogle playより『DARTSLIVE SPORTS』アプリのインストールをお願い致します。


