
F 名前 ロケーション 名前 ロケーション

S フカイ　エイゴ インテンション スエダ　マサハル ルイードタバーン

S ヤマシタ　マサヒロ カフェ　スプレイ マツムラ　タイキ カフェ　スプレイ

S ヒラヤマ　カツマサ ジュウハチバン アオヤマ　テルヨシ ジュウハチバン

S マツダ　シュン スリーズハウス スミカワ　タケル トレンディー

S ヤストミ　タツキ スリーネクスト フジワラ　カズキ スリーネクスト

S クニマサ　コウダイ ターゲット イガワ　フトシ ターゲット

S オダ　ユウイチ ダーツヤブル ヤマグチ　ゲンキ ダーツヤブル

S ハヤカワ　シンイチ ダーツヤブル ヤマサキ　ヒロアキ ダーツヤブル

S ヒロナカ　ナツミ タック マキノ　ユウジ タック

S イシモト　タツヤ タック アオキ　エコノ タック

S ハタヤマ　ミキト タップラップクラブ ムラカミ　トモヤ タップラップクラブ

S タケコシ　カズト トレンディー オオモト　トシキ トレンディー

S イイヅカ　マコト トレンディー ムロヤマ　マサアキ トレンディー

S ヒロセ　シュウジ ハート ササキ　ダイシ ハート

S スガ　オキナリ バランス スガ　ヒロミ バランス

S マツオ　ノボル バランス タナカ　トシアキ バランス

S イシダ　ユキノリ バンビーノ オカザキ　カツヤ バンビーノ

S ニシムラ　スグル ビーアライブ ハマダ　リョウ ビーアライブ

S ヨシムラ　リョウスケ マックス　ヒロシマエキマエテン モリ　セイヤ マックス　ヒロシマエキマエテン

S フカダ　トモヒコ マックス　ヒロシマエキマエテン ヨドゴウチ　サトル マックス　ヒロシマエキマエテン

S マツダ　キョウヘイ マックス　フクヤマ ハタケヤマ　ヨシミ マックス　フクヤマ

S イケダ　リョウ マックス　フクヤマ イトウ　タカアキ マックス　フクヤマ

S モリ　ハヤト ルイードタバーン ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン

S ニシムラ　ユウキ ルイードタバーン カワモト　タカヒロ ルイードタバーン

S キヅ　マサル ルイードタバーン スヤマ　ヒロアキ ルイードタバーン

S アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン カワモト　コウジ ルイードタバーン

A ヤマサキ　ヒロキ インテンション イマガワ　トシヒコ インテンション

A ヤマウチ　リョウ ジュウハチバン ミゾグチ　トオル ジュウハチバン

A オウワ　テツマサ ジン ナカイ　ユウキ ジン

A ヒサムラ　ハヤト スリーズハウス イワタ　ユウスケ スリーズハウス

A ホリシタ　タカヒロ スリーズハウス オオタ　ユウキ スリーズハウス

A ヒラオカ　ヒロヒサ スリーズハウス ナカノ　ユウジ スリーズハウス

A フジイ　ヨウスケ スリーネクスト アキヤマ　ミワ スリーネクスト

A サクタ　カズヒロ ターゲット ヤマサキ　レイシ ターゲット

A カネコ　イオリ ダーツショップ　トランス イワモト　リョウマ ダーツショップ　トランス

A コガマ　タカコ ダーツショップ　トランス フジイ　タカユキ ダーツショップ　トランス

A フクダ　シンヤ ダーツヤブル ヤマモト　ダイスケ ダーツヤブル

A ミカサ　ユウダイ タック オオサワ　コウヘイ タック

A イシダ　タケハル タップラップクラブ ツバキ　アヅサ タップラップクラブ

A コウグチ　シンイチ トレンディー トヨアキ　マイ トレンディー

A オカノ　ショウ トレンディー オカバヤシ　ナオヤ トレンディー

A タカハシ　カツノリ トレンディー フジタ　ヨシノリ トレンディー

A アマモト　ミチアキ トレンディー タムラ　アヤカ トレンディー

A ハマモト　シズマ トレンディー ホソダ　アキヒロ トレンディー

A アラカワ　リキ トレンディー ワキサカ　エリ プティー

A シオミ　ケイジュ ハート ホンダ　アイリ プティー

A ニシオカ　レナ バンビーノ ノダ　シュウヘイ バンビーノ

A オオニシ　ウツキ バンビーノ ヒライシ　テツオ バンビーノ

A フジキ　ヒロシ ビーアライブ クワバラ　マサヨシ ビーアライブ

A シギ　アキラ ブラスト ウタカ　シン ブラスト

A モリワケ　ヒロシ ポンテ マルヤマ　トモキ ポンテ

A ヒラオカ　カズヤ マックス シモムラ　ジュンイチ バランス

A タニグチ　ノゾム マックス ハセガワ　トモ マックス

A オキタ　ケイジ マックス オクダ　ケンジ マックス

A キムラ　キワム マックス ウワムラ　サトシ マックス

A ワカバヤシ　ジュン マックス サザキ　ヤスオ マックス

A コダマ　コウタ ルイードタバーン ササキ　フウカ ルイードタバーン

A カドナガ　ユウキ ルイードタバーン ミヤガワ　タカユキ ルイードタバーン



B コガ　カツヤ アンバランス トクダ　アキヒロ アンバランス

B ナガタ　ヨシヒロ インテンション ナリマツ　アキラ インテンション

B ササキ　ミカ インテンション ヤマシタ　ショウコ インテンション

B タケバヤシ　オサム インテンション ワキモト　ヒロシ インテンション

B ハラダ　チカフミ インテンション エンドウ　ダイ インテンション

B カメイ　ヨシヒロ インテンション アナカゼ　サオリ インテンション

B ヒラタ　シンイチ インテンション イノウエ　ユウキ タック

B ツボイ　ノブユキ サード イケモト　サトシ サード

B ヒロサキ　カズシゲ ジン イワノ　ヒロシ ジン

B ミナミ　ナオキ スリーズハウス カドモト　アユム スリーズハウス

B ヤマダ　ケンジ スリーズハウス イシバシ　マイコ スリーズハウス

B フクハラ　ユウヤ スリーズハウス ミズタニ　サオリ スリーズハウス

B カワカミ　ヤスユキ スリーズハウス ナカシオ　イヨ スリーズハウス

B フクムラ　タイキ スリーネクスト フクムラ　ミホ スリーネクスト

B クリス　コウジ ターゲット トミナガ　ルネ ターゲット

B モリタ　ジュン ダーツヤブル サトウ　アユミ ジュウハチバン

B タカヤマ　シュウジ ダーツヤブル タカツ　ユウタ ダーツヤブル

B フルノ　マサヒロ ダーツヤブル ハマモト　シンゴ ダーツヤブル

B ハマナカ　サトル タック イワモト　ミキオ タック

B タノウエ　タカヒロ タック ニシハラ　ユウダイ タック

B キムラ　フウヤ タック タナカ　マサヒロ タック

B コウノ　ユウタ タック ミヤタ　ショウジ タック

B ナカムラ　サチオ タップラップクラブ マツムラ　アキラ タップラップクラブ

B サカイ　タカヒロ トレンディー モリキ　ミホ トレンディー

B ヤマダ　ユウタ トレンディー カワハラ　ミヨ トレンディー

B ナンカク　マモル トレンディー フジモリ　ユキオ トレンディー

B ドイ タカシ バー　イチヨンイチ ドイ アイコ バー　イチヨンイチ

B オダ　マコト ハート ババ　ユウキ プティー

B タケウチ　セント バケラッタ イシモト　タカシ バケラッタ

B ヒガ　マイコン バンビーノ セザキ　ダイスケ バンビーノ

B オク　カオリ ビーアライブ マツモト　スミ ビーアライブ

B ミヤモト　ショウジ プティー フジモト　テツヒロ プティー

B タケウチ　ユウジ ブラスト クロサワ　タカシ ブラスト

B モリ　シュウジ ブラスト イマダ　ナツミ ブラスト

B キノウ　ヒサアキ ブラスト フジタ　マサキ ブラスト

B フジイ　タカヒロ ブラスト マナベ　ヒデヤ マックス　ヒロシマエキマエテン

B タニカワ　クンゾウ マックス　ヒロシマエキマエテン オグラ　カオル マックス　ヒロシマエキマエテン

B マツオ　サキ リトルクラウド タニヤマ　シンジ リトルクラウド

B サカモト　エイジ リトルクラウド サダモリ　リョウマ リトルクラウド

B イヅ　アヤカ リトルクラウド ヤマサキ　ユウダイ リトルクラウド

B フチガミ　カズマ リトルクラウド ヤマモト　ユウジ リトルクラウド

B シンドウ　マサキ リトルクラウド タケナワ　タカヨ リトルクラウド

B センバ　エイゴ ルイードタバーン ミヤモト　ユキ ルイードタバーン

B フカイ　ミキ ルイードタバーン キヨフジ　ヒデアキ ルイードタバーン

B ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ ホソダ　ユキコ ロデオガレージ



C ニシノ　シンヤ アンバランス ナカノ　タカミ アンバランス

C オクダ　タイヘイ アンバランス クワバラ　キヨフミ アンバランス

C ツジノ　ノリカズ インテンション ミナミ　ヨウスケ インテンション

C イナミ　ヒデキ ジュウハチバン ホッタ　アオイ ジュウハチバン

C コジロ　ショウ ジュウハチバン フクイズミ　カズキ ジュウハチバン

C タナカ　ニコル ジュウハチバン ナカタ　ハナ ジュウハチバン

C アキヅキ　シンジ ジュウハチバン フクモト　カツユキ ジュウハチバン

C ダンバラ　マサアキ ジュウハチバン ヤナギサワ　ヨシヒロ ジュウハチバン

C ミサワ　リョウタ シロイヤカタ カワカミ　ジュンイチ シロイヤカタ

C マツモト　タケアキ ジン ワキタ　ユカ ジン

C ワタベ　タケシ スリーズハウス タオ　タマミ スリーズハウス

C ヤマサキ　シンヤ スリーネクスト タケベ　アミ スリーネクスト

C ヤマモト　カオリ ターゲット イノウエ　アルト ターゲット

C オカダ　エイジ ダーツヤブル イケウチ　タカヨシ ダーツヤブル

C アオイ　イチロウ ダーツヤブル ナカハラ　コウイチ ダーツヤブル

C タルミ　アカネ ダーツヤブル キハラ　ユカ ダーツヤブル

C ナカモト　ケンタ タック ナカウエ　ヨウヘイ タック

C オカダ　セイジ タック イソベ　ミクリ タック

C キモト　ユウキ タック カガワ　ホクト タック

C ヒラオカ　ヒデアキ タック ノウラ　アツシ タック

C オオウエ　シンキ タック ヤマモト　マユ タック

C マエイデ　アキヒロ タップラップクラブ フジハラ　トシアキ タップラップクラブ

C スズカワ　メグミ トレンディー フジオカ　シン トレンディー

C マツモト　ヒサシ トレンディー タカハシ　マコト トレンディー

C ムロ　マサシ トレンディー ナカガワ　サチエ トレンディー

C ノダ　アイノ トレンディー フジワラ　アキヒロ トレンディー

C イトウ　ヨシノリ トレンディー ヤマグチ　ミカ トレンディー

C アリミツ　シュウイチ トレンディー キノシタ　ユウタ トレンディー

C クワハラ　ミツノブ ハート クワハラ　リナ ハート

C イシイ　ダイサク バケラッタ キモト　ヒロヤス バケラッタ

C ヒラヤマ　ナオユキ バンビーノ オオタガキ　リュウ バンビーノ

C ヤツカワ　タク バンビーノ オオタガキ　ヨウ バンビーノ

C ホンダ　ナオキ バンビーノ ウエモト　ケンタ バンビーノ

C ヒラヤマ　カズヤ バンビーノ ハラダ　ミワ バンビーノ

C ヤマカワ　ヒロユキ ボス イシヤマ　ジュン ボス

C シバタ　リョウスケ ポンテ タナカ　シンヤ ポンテ

C フジワラ　ケイスケ ポンテ イトウ　タクヤ ポンテ

C イシザキ　アイ マックス　ヒロシマエキマエテン カワテ　メグミ マックス　ヒロシマエキマエテン

C ヤマダ　シンタロウ マックス　ヒロシマエキマエテン イシザキ　シンゴ マックス　ヒロシマエキマエテン

C ハラ　アキヒト リトルクラウド ナカムラ　ヒカル リトルクラウド

C コウノ　カズヤ リトルクラウド タカハシ　ユウヤ リトルクラウド

C キハラ　ヨシタカ ルイードタバーン オオシタ　セイナ ルイードタバーン

C マナベ　タカノリ ルイードタバーン カラシタ　ケンタ ルイードタバーン

C フジイ　ユウキ ルイードタバーン ニシムラ　サツキ ルイードタバーン

C モリタ　ショウグン ルイードタバーン カナデ　シンイチ ルイードタバーン

C ヨコヤマ　シンジ ロデオガレージ クラモト　ユタカ ロデオガレージ



N フジサカ　シュウイチ インテンション カネフジ　マユ インテンション

N モンデン　タクヤ インテンション サンズイ　シュウタ インテンション

N カネモト　サチオ ジュウハチバン モモセ　ユイ ジュウハチバン

N ミゾグチ　アケミ ジュウハチバン オガワ　ハルカ ジュウハチバン

N フジナカ　リョウ スリーズハウス ニカモト　ユウヘイ スリーズハウス

N ワキカワ　シロウ ダーツヤブル イチカワ　ヒロナガ ダーツヤブル

N ホリ　カズユキ ダーツヤブル ワキカワ　シホ ダーツヤブル

N タハラ　マイ ダーツヤブル オカムラ　マコト ダーツヤブル

N モリタ　ロウ ダーツヤブル モリタ　カナ ダーツヤブル

N アベ　ミツアキ タック イケダ　カズミ タック

N フクハラ　ユウト タック マツイ　ユウスケ タック

N イノ　オサム タック フクダ　ミノル タック

N マツノ　マサト トレンディー アサダ　ユイ トレンディー

N サブロウマル　ユウ バー サブロウマル トガワ　ショウタ バー　サブロウマル

N ヨコヤマ　ダイ バー サブロウマル ツジイ　リョウマ バー　サブロウマル

N クボタ　シンヤ バー サブロウマル コンドウ　マミ バー　サブロウマル

N ヤマグチ　ヨウヘイタ バー サブロウマル マエダ　ヨシキ バー　サブロウマル

N カンノ　ケイスケ バンビーノ タケウチ　ケント バンビーノ

N カジ　ハルカ ポンテ マツオカ　アキナ ポンテ

N イワモト　アスナ ポンテ イトウ　セレナ ポンテ

N ヨネミツ　カナト ポンテ オオサコ　ナオヒロ ポンテ

N ナカタ　コウイチ ポンテ ササミ　アキホ ポンテ

N マツナガ　トモコ マックス　ヒロシマエキマエテン マツナガ　ノリコ マックス　ヒロシマエキマエテン

N シタクボ　ツカサ リトルクラウド タケダ　ショウゴ リトルクラウド

N モリスエ　ケイイチ ルイードタバーン カメオカ　シオリ ルイードタバーン


