
名前 ロケーション 名前 ロケーション
1 ヨシキ　テツヒコ ショットバー　リック ヤマト　ヨシオ ショットバー　リック
2 オオトシ　シュウ スリー　ネクスト ヤマサキ　シンヤ スリー　ネクスト
3 イケダ　ヒロユキ スリーディーアローズ イクノ　アキヒコ スリーディーアローズ
4 オオサワ　サトシ トラットリアバール　ルーチェ ウスイ　タカシ トラットリアバール　ルーチェ
5 タケウチ　セント バケラッタ フカイ　ミチヨ バケラッタ
6 ウワムラ　サトシ バランス オクダイラ　マサユキ バランス
7 ワキモト　ヒロシ フィッツ イキノ　タカシ フィッツ
8 ワキヤシキ　ケンタロウ ブラスト オキノ　トモアキ ブラスト
9 マルオ　ヤスヒロ ブラスト シンドウ　タカユキ ブラスト
10 ヤブキ　ユウジ マックス オオモト　トシキ マックス
11 モリカワ　ユウスケ リヴィエラ オオマワリ　カズキ リヴィエラ
12 ベツヒロ　タカミ ルイード　タバーン ヨシムラ　マコト ルイード　タバーン
13 ハシモト　ヒロノリ ビーアライブ ヨシタケ　ユウヤ ビーアライブ
14 サワダ　トモミ ジュウハチバン フクモト　カツユキ ジュウハチバン
15 ニシノ　シンヤ アンバランス トクダ　アキヒロ アンバランス
16 ギョウブ　アヤノ カラー タナカ　ヒロミ カラー
17 ヒロサキ　カズシゲ ジン イムラ　リエ ジン
18 コナカ　シュン スリーディーアローズ モリナカ　ショウタ スリーディーアローズ
19 シギ　アキラ ダリア スギモト　マイ ダリア
20 チカモリ　エリコ ディオス ムロ　トモユキ ディオス
21 ヨネムラ　ケンジ トゥー　アズ　ワン ミヤワキ　リョウ トゥー　アズ　ワン
22 タカハシ　カツノリ トゥー　アズ　ワン アラカワ　カンジ トゥー　アズ　ワン
23 フルカワ　テツヤ バランス フルカワ　アヤ バランス
24 コウノ　アキコ マックス ヤマダ　マサ ラフ
25 オク　ヒロユキ メタル ワキタ　アツシ メタル
26 カワグチ　エイジ ラスベガス ヨネモト　ユウト ラスベガス
27 ニシモト　キョウヘイ ルピナス アラキ　ユウキ ルピナス
28 ハットリ　シゲマサ ロデオガレージ ヨコヤマ　シンジ ロデオガレージ
29 イマダ　タダシ ジュウハチバン オカダ　マサカズ ジュウハチバン
30 タツトビ　イクオ トレンディー スミダ　トモアキ トレンディー
31 ササキ　アツシ ハート ナカムラ　ミユキ ハート
32 ササキ　ダイシ ハート フジワラ　アキヒロ ハート
33 ハラダ　チカフミ インテンション フクイ　ゴウ インテンション
34 ハスイケ　タクヤ カラー フルキ　シホ カラー
35 オオノ　イブキ ジャック　クラブ コウヤ　シンゴ ジャック　クラブ
36 シモムラ　ジュンイチ ジュウハチバン エンドウ　ユウキ ジュウハチバン
37 ハットリ　マサル ジュウハチバン ハダ　アヤカ ジュウハチバン
38 ミゾグチ　トオル ショットバー　リック カトツグ　ユウジ ショットバー　リック
39 フルモト　リョウマ ジン ネイシ　タケオ ジン
40 モリヤマ　タクオ スリー　ネクスト クラタ　ケン スリー　ネクスト
41 フクイ　ユカ スリーディーアローズ ツボイ　ナオキ スリーディーアローズ
42 ミノダ　マサカズ ダーツショップ　トランス モリタ　シンヤ ダーツショップ　トランス
43 オオヒラ　ミホ ツキノシタ イトウ　マサヤ ツキノシタ
44 クス　フミヒロ ラスベガス オクミズ　リョウ クローズ
45 ナガモト　カズヤ ダーツショップ　トランス ナガイ　サヤカ ダーツショップ　トランス
46 カワベ　リョウ ダーツショップ　トランス オオガ　タカフミ ダーツショップ　トランス
47 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
48 ヨシオカ　サトシ インテンション アナカゼ　サオリ インテンション
49 ツツミ　リュウタ ジャック　クラブ モリウラ　ミユキ ジャック　クラブ
50 ウエダ　マサヤ ジャック　クラブ タカダ　ケイジ ジャッククラブ
51 ナカシマ　トモキ トラットリアバール　ルーチェ フジイ　ヒデノリ トラットリアバール　ルーチェ
52 ヤマシタ　シオリ バランス イシイ　マイミ バランス
53 キノウ　ヒサアキ ブラスト ササキ　アキラ ブラスト
54 アベ　アキラ ブラスト ヤナギサワ　ヨシヒロ ブラスト
55 エベス　テルアキ ブラスト カワモト　ユウスケ ブラスト
56 ナガオ　ヤスオ ボス シブカワ　シン ボス
57 ミヤハラ　マサユキ ボス カネコ　セイジ ボス
58 ホリモト　タカシ マックス ブツエン　ケンゴ マックス
59 シマヅ　タクヤ ルイード　タバーン キヨフジ　ヒデアキ ルイード　タバーン
60 タサカ　ワタル ルイード　タバーン カナデ　シンイチ ルイード　タバーン
61 ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ エナミ　ミナエ ロデオガレージ
62 ナカシオ　イヨ ジュウハチバン カミゴウチ　キヨシ ジュウハチバン
63 ナカモト　ケンタ ジュウハチバン タハラ　ユウジ ジュウハチバン
64 ハヤタ　トシユキ トレンディー アカマツ　ヒロキ トレンディー
65 ハマグチ　カズキ トレンディー タカヤマ　リョウ トレンディー
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