
　皆様のご協力の中でプレシーズンを行ってきましたが、ついに始まります！！プレミアダーツリーグ広島！(以下ＰＤＬと略)
ＰＤＬはこれまで以上のシステムを使用し、かつプレシーズンの反省点をもとに構成されております！が、皆様にこれまで以上
に楽しんでいただく為にもっといろいろな意見をいただければ助かります！
　さてさて、ＰＤＬでは、ＰＤＬオリジナルカードの使用が必須になりますが、今プレシーズンに参加していただいた(予備カード
使用者・ゲストで一回でも参加された方を含む)方にはダートワールド広島より感謝の気持ちを込めて、本リーグカードを配布さ
せていただきます！(本リーグよりの新規の方は対象外です。申し訳ございません。)
　それでは、ＰＤＬ広島をこれからも宜しくお願い致します！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｈｅｎ，ａ　ｇｏｏｄ　ｇａｍｅ！！！！

(ちなみにこの方
は、あの江口選
手です。アナウ
ンサーを舌の上
にっっっっ！)

→

　３月１１日(日)東京フジテレビ内特別会場にて「ＪＡＰＡＮ１６選考会」が
行われました！メインマシンが左の台です！カッコいいっす！！
　今回の大会は新しくスタートする「ＪＡＰＡＮ２０１２」の零回大会に位置
付けられ、ステージ１のシード選手を決める大会でした。が！なんと１位の賞
金「１２０万」！！！！！すごいことになってきましたね～！！２位でも「６
０万」ですよ！！これはダーツプレイヤーの夢が広がりますね！！いかんいか
んっ…興奮しすぎました(^^;)ではでは、結果の方をご報告させていただきま
す！

【JAPAN16】
＊1位
 ・梅田　伸二 選手
＊2位
 ・大崎　裕一 選手
＊3位タイ
 ・藤井　大輔 選手・宮本　雄太 選手
＊5位タイ
 ・村松　治樹 選手・野崎　大志 選手・甲田　健一 選手・勝見　翔 選手
＊9位タイ
 ・佐川　研生 選手・今野　威 選手・仁木　匠 選手・橋本　守容 選手
 ・大谷　真茂 選手・鈴木　猛大 選手・松本　康寿 選手・木山　幸彦 選手

　以上の方々が仙台で開催されるステージ１のシードに決定されました！熱い
戦いが全国で繰り広げられる事でしょう！みんなで応援するとともに、プロを
目指して頑張りましょう！！

　お待たせしました！ニュースレターvol.2発行＼(^o^)／。もう春デスね、3月14日には海田駅前の桜が
咲いたそうです。月日が経つのは早いですね。気が付いたら死んでますよ、ホントに(´･_･`)。
　さて話はJAPANに移りましょうか。去年の年末まで進行が遅れ、やっと発表になり二月後半にプロテ
ストが決まりバタバタで3月11日に開幕したにも関わらず、250人のエントリーは実際よく集まったと
思います。
　会場はフジテレビ22階でフジテレビアナウンサーの司会により12時から黙祷後にゲームオン。当日は
1年前に東日本大震災が起きた日です、地震が起こった際のアナウンスも有り、ここは東日本だと実感し
ました。
　ステージ上には純白のライブ２が3台並びええ感じでしたね。平場の50台でロビンが始まりました。
広島からは、羽良、深井、広瀬、森、宮中、正森の6人、島根は米江選手が出ていました。ロビンを抜け
て128人に入ったのは、羽良、深井、正森、宮中の4名、そして64人に羽良、深井、正森の3名が残りま
したがそこまででした。優勝はアニーをベスト16で破ったコスモスダーツの梅田伸二でした。ベスト16
からユーストリームで配信されたのを見た人も多いと思います。中々熱いゲームをしていましたね。
　大会運営に携わった全ての関係者の皆様お疲れ様でした。特に軍団長お疲れでした。次回4月1日の仙
台大会1stステージの出演料の120万円をゲット(*^o^*)凄いデスね。ダーツで食べれる様になるとは
ね。数年前には想像もできなかったなぁー。ダーツプロもええ仕事ですよ。ドンドンプロになりましょ
う＼(^o^)／。次回広島のプロテストありますよ、確認して下さい。今回、JAPANツアーも警察の関係
で、香川、岐阜で予定が変更になりました。誰か某代議士を紹介してくれんかなー(￣◇￣;)。政治力使
いたいですね。
　4月からは、ライブ本リーグ開催、LGP…忙しくなるなー、それではまた来月(^O^)／。
　　　　　　　　　　　　ワンさんことダートワールド広島 代表取締役社長　一橋　斉明でした♪

　　　　　　　　　超番外編　　→

　某社長の誕生日にこの方々が来てく
ださいました！！長州小力さんとスギ
タヒロシさんとエイリアン(笑)

2012　ＬＧＰ　スタート！！
　今年もやってまいりました！Ｌａｄｙ’ｓ　Ｇｒａｎｄ
Ｐｒｉｘ＝ＬＧＰ！今年は誰が広島代表になるので
しょうか？目が離せませんよ～！！(ＬＧＰとは年
間７回ある女性限定トーナメントに出場し、ポイン
トランキングを算出して上位２名をＬＧＰ全国大会
にご招待するという企画です！)ＬＧＰはシングル
スとダブルスを開催日１回ごとに入れ替えて行い
ます。ダブルスは強いプレイヤーとペアになれちゃ
うかも！？参加するだけでもポイントが加算され
ますので参加されたことがない方、是非参加して
みて下さい！目指せ全国大会！！

ＪＡＰＡＮ ＰＲＯ ＴＥＳＴ

ＤＡＲＴＳＬＩＶＥプロモーションご報告

　ダーツＬＩＶＥプロサーキット「ＪＡＰＡＮ」に出場するには、プロテストに合格しなければいけません。ダートワールド広島では、三
浦　賢治、村上　久志、池田　隼の３名が試験監督試験をクリアし、正式な試験官としてＪＡＰＡＮに登録されておりますの
で、このテストを実施することが出来ます。日程が決まり次第、このニュースレターの方でご報告させていただきますのでよろし
くお願いいたします。なお、実技試験を合格してもその日には筆記試験は受けれないようになっておりますのでご注意くださ
い。それでは皆様の挑戦をお待ちしております♪

Vol．2

　３月１５、１６日の２日間でダーツライブ社とダートワールド広島でＬＩＶＥプロを呼んでのプロモーションを行わさせていただき
ました。来ていただいたのは村松 治樹プロ、松井 祐香里さん(２０１１ライブ準クイーン)でした。２人とも強い！！皆さん大
盛り上がりでした！！またプロモーションをかけていきますのでお楽しみに♪ご協力いただきました店舗様、参加していただい
た皆様、本当にありがとうございました！！！

月のした たまりバー ｔｒｅｎｄｙ ＢｌａｅｓｔＤＡＲＴＳ-ＹＡ ＢＵＬＬ
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ｉｎ巴里Ⅱ　　Ｄ-１　１台設置　広島市中区流川６-１２　バルビル　４Ｆ 

 ＥＬ　ＡＬＩＶＩＯ　昭和　　Ｄ-１　１台設置　広島市中区銀山町５-１０　ＮＯ．２エコービル　４Ｆ

　さて一発目は、コスモダーツより「Fit Container」！チップからフライトまで、一体化した状態できっちり収納できる！フ
ライトの型崩れを防げる！いろいろなアフターパーツを入れれる大収納！ダーツを出しやすく、納めやすい！色白なカラーバ
リエーションで見た目もＧｏｏｄ！等々…かなり使いやすい内容になっております！一番の特徴はやはり値段！今までのケー
スは大体￥５０００-前後…高いものでは￥１５０００-なんてのもありました…しか～し！このケースは驚きの～～～～￥３
９８０-！！！！￥４０００-切りました！！！もちろん耐久性も抜群。こりゃー使うっきゃないでしょ！！(^^)かなりおスス
メなので、ケースの購入を考えられている皆様！ぜひご検討ください！！！！

　　　　　　「Fit Container」
いつでもダーツを良い状態で保管したい方！
ケースが欲しいけどお財布事情が厳しいって
方！ぜひ一度見てみて下さい！！

　
　　　　　　　３

４月イベントＩＮＦＯ

今月より新規のダーツロケーションのご紹介をさせていただいております♪
みんなでダーツを盛り上げよう！！(今回の掲載は２月よりの新規ロケーション様です♪)

ＤＡＲＴＳＬＩＶＥ２設置店募集

このコーナーは、各店舗のハウスや周年、スタッフの誕生日をお知らせ！

　　　　　　　　　　　　　メールはこちらへお願いします！→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＱＲはこちら→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

期限を過ぎますと、発行上変更出来ませんので追加はできません。ご了承下さい。(ｖｖ)

周年・誕生日・ハウストーナメントの告知等、ご活用下さい！！

　　　「乱れ雪月花」
超余談ですが、20代後半から
30代前半の方は「ロマンシン
グ・サガ2」とかSNKの「月華
の剣士」を思い出されるかも
…(笑)
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※携帯から送信される場合は絵文字の使用が出来ませんのでよろしくお願いします。

(詳しい内容は、各店舗様に直接ご確認ください)

月中１５日(午後１１時５９分)までにメールで送って頂ければ掲載しますので、どしどし連絡お願いします！
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　　　ＢＤ　１８

　
　　　　　　　１９

ｄｗｈ部長・犬2の街談巷語（がいだんこうご）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※つまらないうわさ話。町角や路地で語られる、くだらないうわさ話のこと。

　さあ今月はどれを紹介しましょうか…ダーツと一言で言っても種類が多い！！(><;)７・８年前は国産でも数えるれるぐら
いだったんですが、今やもう数がわかりません！(笑)ざっと国産だけでも２０００種類はあるでしょうね～…………そんなに
多いのにいいバレルが見つからない！どうやって選べばいいかわからないそこのアナタ！！そんなアナタに見てもらいたい！
では、今月も行ってみまっＳＨＯＷ　ＴＩＭＥ！！！！！！(笑)
　今回ご紹介するのは…名前もステキ！ダーツショップmoAより発売の「乱れ雪月花」(みだれせつげっか)う～ん風流な名前
…でもね…皆さん、カットって角ばっててよく引っかかる物だと思っちゃいませんか?このバレルは違うんです！なんとカッ
トが丸いんです！！(写真じゃよく見えないと思いますが…)それって大丈夫？って言いたい気持ちもわかります！！でもこう
考えてみてください！新品のカットが減って触り心地が変わってしまった…ならば最初から丸いの使えばい～んじゃない！！
で、生れてきたバレル。変わっているけど、理由を聞くと納得できるんですよね…広島ではあまり見かけませんが是非お試し
あれ！プラス！！今月より、ダートワールド広島としての新入荷グッズのご案内もさせていただくことになりました！！！

イケシュンのダーツグッズ(ヲタク)コラム　ｖｏｌ．２

ｂｏｙ’ｓ　ｂａｒ　ＨＡＰＰＹ　　Ｄ-１　１台設置　広島市中区銀山町１１-１２ハーベストビル　４F　　　　

Ｄ-ＳＴＹＬＥ　Ｖｏｉｃｅ　　Ｄ-１　１台設置　広島市中区銀山町１１-１８　第３ダイヤモンドビル　３Ｆ

ＤＡＲＴＳ　ＢＡＲ　Ｃａｐｒｉ　  Ｄ-１　１台設置　広島市中区流川町４-１９　マスミビル　３Ｆ　　　　　　　

ＷＥＤ ＴＨＵ

まんまで
すいません

ｃｌｕｂ　Ｒｅｇａｌｏ　　Ｄ-１　１台設置　広島市中区薬研堀９-１５　高山ビル　２Ｆ　　　

 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇ　ｄａｙ-ｇｈｔ    Ｄ-１　１台設置　広島県三次市十日市東１-１-２５(三次駅前すぐ) 題して… ＮＥＷグッズ掲示板
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【Ｓ君伝説】
あれは、6年前。Ｋ君がいつものように、開店準備が終わって空ダーツでも投げようかなと構えた時。
　「カランカラ～ン」（お店のドアが開く）
Ｋ：「いらっ・・・・」
男性：（早口で）
　「アノネ、ボクネダーツウマイカラタイカイニデテニタラドウカッテイワレタノデス、カウントアップトカモ700テントカデ
マス」
Ｋ：「お一人様ですか～？」
男性：（超早口で）
　「ハイ！マイダーツハプレゼントデオミセカライタダイタモノヲツカッテイマスガトクニモンダイハアリセン」
Ｋ：「あの…立ち話もなんなんで、こちらへどうぞ」
ちなみに、この男性は外国人ではありません。見た目はさっぱりとした20代前半の体のごつい好青年。ただ、店に入ってくる
や否やマシンガントークをされるお客様に今まであったことがないので少し戸惑っていました。
名前を聞くと「ミンナハＳトヨブノデＳトヨンデクダサイダーツガウマイノデタイカイニデタライイノニトイワレマシタ」
Ｓ君はダーツを一人で投げに行ったため、しばし観察…いや～面白いキャラクターの人だなぁ…しかも話すとき全く目を合わ
さないし…。ふと見るとＢ店のＴ－シャツ。Ｂ店とＷ店の物は全種類持っているという。もちろん自分の店のＴ－シャツを勧
めると…はい！全種類お買い上げ！！話すスピードと決断力は比例するのか！？！？
参加費500円(当時)の当店のダーツランキングにも入ってもらい、チェキで写真も撮って、いざっ勝負。
501メドレー、ハンディキャップマッチ　宜しくお願いします！
ゲームが進むにつれて……Ｋ君：…何だろう、このおかしな感じは…
よく見るとＳ君……
一本目ははちゃんとスローラインに立っていたのに、一本投げる度に一歩ずつ前に出て三本目を投げ終わって時点で、台まで
距離約半分まで進んでしまっています！…しかも毎ラウンド！！しかも本人、大マジメ！！
えー！「足出てるよ」とかの話ではありません！進んでる！進んでる！
まぁいいっか…と本人には注意せずゲームを進めていると、うっかり01を負けて、クリケット。
クリケットもちろんＳ君は投げる度に、進む！進む！(簡単に言うと…三本目は投げた後、一歩でダーツの盤に届く)
そんなおかしな二人っきりのダーツは終盤にさしかかり、Ｋ君はかなりの劣勢。
何気に負けず嫌いなＫ君、勝ちたい一心で…「Ｓ君、投げながら前に進んでない？」というと
「すいません！」と言った後
…………………………………………………………………………………………………………………………

全く治ってないやーーーーん！どっちかと言うとヒドなってるやーーーーん！
Ｋ君はストレート負けしましたとさ。
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※ＪＡＰＡＮ　PRO　TESTは２０：００集合２０：３０スタート(実技・筆記共に)ですのでよろしくお願いします。
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