
シングルシングルシングルシングル １ｓｔNAME 会員№ ＳＨＯＰ 地区 シングルシングルシングルシングル ２ｎｄNAME 会員№ ＳＨＯＰ 地区

ＰＰＰＰ カワハラ　チヒロ TIARA 愛知 オオカワ　ユウスケ TIARA 愛知

ＰＰＰＰ オオミネ　ショウ ラウム寿町店 愛知 ミヤギ　コウジ ラウム寿町店 愛知

ＡＡＡＡ ヤマモト　タカト ラウム寿町店 愛知 アラキ　ユウイチ ラウム寿町店 愛知

ＰＰＰＰ イシダ　アキヒロ C-DARTS 愛知 ハネサカ　ヤスオ C-DARTS 愛知

ＰＰＰＰ コイケ　マコト E-DARTS 愛知 ハルタ　マサキ E-DARTS 愛知

ＢＢＢＢ ニワ　カツヒコ E-DARTS 愛知 ヤマモト　カナ E-DARTS 愛知

ウエダ　ミカ E-DARTS 愛知 オクダ　ナルヒロ E-DARTS 愛知

ＰＰＰＰ ナカニシ　エイキチ ダーツハイブ名古屋栄 愛知 フナハシ　タカミツ ダーツハイブ名古屋栄 愛知

ノダ　アキヒロ ＤＡＶＥ 愛知 ヤマダ　ツトム ＤＡＶＥ 愛知

ＰＰＰＰ カワムラ　ショウト Food & Bar Unplugged 岡山 ＰＰＰＰ イシザワ　タクヤ Food & Bar Unplugged 岡山

ＰＰＰＰ タナカ　スミカ Food & Bar Unplugged 岡山 ＢＢＢＢ クマシロ　タクシ Food & Bar Unplugged 岡山

ＰＰＰＰ ナカノ　リョウマ 206 岡山 ＰＰＰＰ シンカイ　マサフミ 206 岡山

ＡＡＡＡ アリヨシ　ケンジ 206 岡山 ＢＢＢＢ タカハシ　トモユキ 206 岡山

ＰＰＰＰ フクシマ　ヨシノリ 206 岡山 ＢＢＢＢ マツナリ　マイ 206 岡山

ＡＡＡＡ カメイ　タカユキ KAM'S KYOTO 京都 ＡＡＡＡ イカワ　アツシ KAM'S KYOTO 京都

ハギワラ　ヒロタカ Joker Driver Gallery Zetase 京都 カトウ　タツヤ Joker Driver Gallery Zetase 京都

マエハラ　シュウジ Joker Driver Gallery Zetase 京都 トベタ　マホ Joker Driver Gallery Zetase 京都

タムラ　ナオ Joker Driver Gallery Zetase 京都 イノウエ　ゲンタ Joker Driver Gallery Zetase 京都

サワイ　カズヤ Joker Driver Gallery Zetase 京都 ヤスダ　スミカ Joker Driver Gallery Zetase 京都

ＢＢＢＢ ハットリ　トシアキ Joker Driver Gallery Zetase 京都 ムカイ　ミキ Joker Driver Gallery Zetase 京都

ＢＢＢＢ ワダ　ヒロユキ Joker Driver Gallery Zetase 京都 ＡＡＡＡ ニシダ　ケンジ Joker Driver Gallery Zetase 京都

オザキ　タカヒロ Joker Driver Gallery Zetase 京都 サカイ　ヨシヒコ Joker Driver Gallery Zetase 京都

ＡＡＡＡ キムラ　ヨシタカ Joker Driver Gallery Zetase 京都 ホリウチ　ススム Joker Driver Gallery Zetase 京都

シライシ　カツオ k@sai 京都 オオニシ　リュウキ k@sai 京都

スガイ　タケシ k@sai 京都 シマダ　ケイジ k@sai 京都

フジタ　アツコ k@sai 京都 シライシ　アイコ k@sai 京都

ハシモト　ロン ＣＤ’ｓ 京都 イワイダ　コウジ ＣＤ’ｓ 京都

ヒザカエ　ユウスケ ＣＤ’ｓ 京都 タカミネ　ヨウコ ＣＤ’ｓ 京都

マツダ　ケンジ ＣＤ’ｓ 京都 モリベ　ミリヤ ＣＤ’ｓ 京都

シゲツラ　ケン ＣＤ’ｓ 京都 ハガ　カツヤ ＣＤ’ｓ 京都



クボタ　シズト ＣＤ’ｓ 京都 サワイ　ツトム ＣＤ’ｓ 京都

エグチ　ヒトミ ＣＤ’ｓ 京都 カワグチ　トシヤ ＣＤ’ｓ 京都

ＢＢＢＢ ヤマオカ　シュウイチ ピックアップ山科 京都 スギタ　ナオヤ ピックアップ山科 京都

ＰＰＰＰ ナカムラ　トオル Alive北大路 京都 ズミダ　ヨシヒロ Alive北大路 京都

ＰＰＰＰ ワキシマ　コウジ Alive北大路 京都 ＡＡＡＡ クワノ　トモエ Alive北大路 京都

ＰＰＰＰ ナカクラ　マサヒロ Alive北大路 京都 ＰＰＰＰ ミナミ　ミキ Alive北大路 京都

オカモト　ショウ Alive北大路 京都 フジワラ　サトシ Alive北大路 京都

イグチ　マサハル Alive北大路 京都 ＢＢＢＢ フナダ　ヒロアキ Alive北大路 京都

ＰＰＰＰ クニイ　シュウイチ GOODTRIP BAR 京都 ＰＰＰＰ トミナガ　コウジ GOODTRIP BAR 京都

ＰＰＰＰ シバタ　トヨカズ GOODTRIP BAR 京都 ＰＰＰＰ ムカイ　ユリ GOODTRIP BAR 京都

ＰＰＰＰ マツモト　アラシ ＣＤ’ｓ 京都 スイチ　ヒロシ ＣＤ’ｓ 京都

ＰＰＰＰ フジモリ　チカラ ＣＤ’ｓ 京都 ＰＰＰＰ ヤマモト　ユカリ ＣＤ’ｓ 京都

タチバナヤ　ツトム ＣＤ’ｓ 京都 ＰＰＰＰ フジワラ　ケイスケ ＣＤ’ｓ 京都

ササクラ　カズト ＣＤ’ｓ 京都 ヒロモリ　マコト ＣＤ’ｓ 京都

ミヨシ　タツキ ＣＤ’ｓ 京都 マツザキ　カツヤ ＣＤ’ｓ 京都

キムラ　アキヒロ ＣＤ’ｓ 京都 カルオ　マサヤス ＣＤ’ｓ 京都

ＰＰＰＰ ヒガシムラ　ユウスケ ＣＤ’ｓ 京都 マツオ　バショウ ＣＤ’ｓ 京都

トミタ　エイジ ＣＤ’ｓ 京都 ナカムラ　ヒサキ ＣＤ’ｓ 京都

フジヤマ　ショウヘイ ＣＤ’ｓ 京都 スズキ　ケンタロウ ＣＤ’ｓ 京都

ワシオ　タカヒロ ＣＤ’ｓ 京都 イワサキ　マサル ＣＤ’ｓ 京都

ノムラ　シゲノリ ＣＤ’ｓ 京都 マツモト　ヒロシ ＣＤ’ｓ 京都

ニシミヤ　サキ ＣＤ’ｓ 京都 ミヤモト　マユ ＣＤ’ｓ 京都

フジイ　リョウジ ＣＤ’ｓ 京都 アサダ　ヨシキ ＣＤ’ｓ 京都

フクナガ　ユウト ＣＤ’ｓ 京都 ツネカ　ユキ ＣＤ’ｓ 京都

イチイ　ユウキ ＣＤ’ｓ 京都 アダチ　ミサキ ＣＤ’ｓ 京都

フジモト　マサヒロ ＣＤ’ｓ 京都 サトウ　ナオヤ ＣＤ’ｓ 京都

ムライ　カズマ ＣＤ’ｓ 京都 ソネ　オサム ＣＤ’ｓ 京都

タケシマ　ダイキ CAFÉ Bar Chaps 京都 フジタ　ショウタ CAFÉ Bar Chaps 京都

モリモト　ユウスケ CAFÉ Bar Chaps 京都 ナカニシ　トモナリ CAFÉ Bar Chaps 京都

ホトケイシ　ダイスケ CAFÉ Bar Chaps 京都 イマムラ　ユカ CAFÉ Bar Chaps 京都

オオノ　テルカズ CAFÉ Bar Chaps 京都 タナカ　マユ CAFÉ Bar Chaps 京都



ウノ　ショウヘイ CAFÉ Bar Chaps 京都 サクラウチ　サユリ CAFÉ Bar Chaps 京都

ＢＢＢＢ クボ　アユミ Joker Driver Gallery Zetase 京都 カムラ　キアキ Joker Driver Gallery Zetase 京都

フクシマ　ハルヒサ Joker Driver Gallery Zetase 京都 ユヤマ　シュンジ Joker Driver Gallery Zetase 京都

ＰＰＰＰ ナカニシ　セイジ Soul(s)Kyoto 京都 キタムラ　ヨシミチ Soul(s)Kyoto 京都

ヤマモト　アツコ ○ Soul(s)Kyoto 京都 タカヤ　アイ Soul(s)Kyoto 京都

ヤマモト　ジュン Soul(s)Kyoto 京都 ＰＰＰＰ ササキ　ユイ Soul(s)Kyoto 京都

ＰＰＰＰ ヨシザキ　カズヤ Soul(s)Kyoto 京都 オオマエ　ヨウコ Soul(s)Kyoto 京都

エンドウ　ユウキ lien 京都 京都 イワモト　コウジ lien 京都 京都

モリタ　ナオキ lien 京都 京都 ハシムラ　ヨシユキ lien 京都 京都

アカオカ　キョウスケ lien 京都 京都 ナガタ　シュウイチ lien 京都 京都

サカモト　タク lien 京都 京都 アダチ　カツヤ lien 京都 京都

ササキ　シュン lien 京都 京都 ニシイ　ヒロミ lien 京都 京都

ウラオカ　ヨシヒデ lien 京都 京都 イシザキ　ユウ lien 京都 京都

ハセガワ　ミナ lien 京都 京都 キヨタニ　カツト lien 京都 京都

ナカムラ　ナオト lien 京都 京都 モリシタ　ヨシヒロ lien 京都 京都

ナカツカ　ヒロム Soul(s)Kyoto 京都 ニシヤマ　ユウジ Soul(s)Kyoto 京都

クラヨシ　マサト ３Ｐｅａｃｅ 京都 タニグチ　ツヨシ ３Ｐｅａｃｅ 京都

ヤマオカ　カズキ Soul(s)Kyoto 京都 イケダ　リョウヘイ Soul(s)Kyoto 京都

ヨネダ　マサヒロ CAFÉ Bar Chaps 京都 マツムラ　カスミ CAFÉ Bar Chaps 京都

ＰＰＰＰ マガミ　リョウイチ max広島駅前店 広島 ＰＰＰＰ ハセガワ　トモ max広島駅前店 広島

ＰＰＰＰ タニ　シンタロウ alwinn防府 山口 ＰＰＰＰ サカモト　ミユキ alwinn防府 山口

ＰＰＰＰ アガワ　テツジ alwinn防府 山口 ＰＰＰＰ イソベ　アヤコ alwinn防府 山口

ＰＰＰＰ ササキ　トモナリ alwinn防府 山口 ＰＰＰＰ サカモト　ケイジ alwinn防府 山口

ＰＰＰＰ ウチヤマ　ショウタ alwinn防府 山口 ウチヤマ　アミ alwinn防府 山口

ＰＰＰＰ ミヤザキ　コウイチ alwinn防府 山口 キシモト　ミユ alwinn防府 山口

ＰＰＰＰ シイハラ　ヒサオ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 ニイノウ　タクヤ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

クリモト　シンヤ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 ヤマサワ　ヒサアキ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

マツモト　アツキ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 カナモリ　ユウジ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

ＰＰＰＰ ヒグマ　リョウスケ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 タカクワ　ユウマ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

イシグロ　サトル ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 アライ　ユウスケ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

ＢＢＢＢ ナカザワ　ヒロユキ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 ＰＰＰＰ ザマ　タツヤ ＣＡＳＩＮＯ　ＤＲＩＶＥ 神奈川



ＢＢＢＢ フジイ　ヒロアキ ○ RAINBOW 滋賀 ＢＢＢＢ セキ　チサト ○ RAINBOW 滋賀

ＰＰＰＰ カワヒガシ　マナブ ○ RAINBOW 滋賀 コマツ　シンヤ ○ RAINBOW 滋賀

ＰＰＰＰ ハセガワ　シンヤ RAINBOW 滋賀 ＰＰＰＰ タマムラ　シュウヘイ RAINBOW 滋賀

ＡＡＡＡ ヤマグチ　カズキ ○ RAINBOW 滋賀 フジタ　マリ ○ RAINBOW 滋賀

イマイ　チグサ ○ RAINBOW 滋賀 ヤマカワ　サユコ ○ RAINBOW 滋賀

キタガワ　タカヒロ RAINBOW 滋賀 コテラ　ユウキ RAINBOW 滋賀

アライ　ナナミ ○ RAINBOW 滋賀 ヨコエ　エリカ RAINBOW 滋賀

ＰＰＰＰ ナガオ　カズヒト ○ RAINBOW 滋賀 ＰＰＰＰ ヨシダ　ノゾミ RAINBOW 滋賀

ヤブ　ジュンコ RAINBOW 滋賀 ヤブ　タケト RAINBOW 滋賀

カンダ　タケシ ○ RAINBOW 滋賀 モリシタ　ミツノリ RAINBOW 滋賀

ハダ　ミチヒロ ○ THE FIRST PLUSD 滋賀 ヤマダ　ヨシカズ THE FIRST PLUSD 滋賀

ヤマグチ　サキ THE FIRST PLUSD 滋賀 セキカワ　アキラ THE FIRST PLUSD 滋賀

ＢＢＢＢ タカギ　シュウタロウ THE FIRST PLUSD 滋賀 ナカガワ　ダイスケ THE FIRST PLUSD 滋賀

セキド　ユウジ ○ ＦＲＥＥ　ＦＲＥＥ 滋賀 モリナガ　トモヒロ ＦＲＥＥ　ＦＲＥＥ 滋賀

ＰＰＰＰ ヒワダ　ユウスケ ○ ＦＲＥＥ　ＦＲＥＥ 滋賀 ニシガキ　トモヒロ ○ ＦＲＥＥ　ＦＲＥＥ 滋賀

ナガセ　ダイスケ ○ ＦＲＥＥ　ＦＲＥＥ 滋賀 モリナガ　リサ ＦＲＥＥ　ＦＲＥＥ 滋賀

ＰＰＰＰ イケモト　ダイクン ○ smile 滋賀 タテイシ　タクヤ ○ smile 滋賀

ＰＰＰＰ オオスギ　ケンタ ○ smile 滋賀 ＰＰＰＰ タナカ　ダイキ ○ smile 滋賀

イケダ　タカオ ○ smile 滋賀 オオトモ　カスミ ○ smile 滋賀

イワサキ　カツヤ ○ smile 滋賀 テラオカ　タダシ ○ smile 滋賀

オクムラ　カズヤ ○ smile 滋賀 スズキ　チエ smile 滋賀

ヒラタ　カズヤ ○ smile 滋賀 フクシマ　ヨシエ ○ smile 滋賀

カワモト　ユタカ ○ smile 滋賀 イケダ　タカユキ ○ smile 滋賀

ヨコエ　トシヒサ ○ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀 ＢＢＢＢ ソメヤ　カズシゲ ○ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀

カワグチ　ヒロユキ ○ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀 シバ　リョウイチ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀

ＢＢＢＢ フダバ　カズヒコ ○ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀 ヒラオカ　トオル ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀

コバヤシ　ダイスケ ○ R's plus+ 滋賀 イケダ　ダイスケ ○ R's plus+ 滋賀

マスヤマ　チエ ○ R's plus+ 滋賀 オオクボ　カヨ ○ R's plus+ 滋賀

ホリカワ　ナオト ○ R's plus+ 滋賀 マツモト　タカヒロ ○ R's plus+ 滋賀

ヤスイ　トオル ○ R's plus+ 滋賀 サンダ　ケイスケ R's plus+ 滋賀

タカハシ　ヒロフミ ○ R's plus+ 滋賀 ナサカ　リエ ○ R's plus+ 滋賀



クシダ　マサノリ ○ R's plus+ 滋賀 トノムラ　リョウスケ ○ R's plus+ 滋賀

セキシタ　ケンジ ○ R's plus+ 滋賀 キタガワ　サトシ ○ R's plus+ 滋賀

オオツジ　キヨユキ ○ R's plus+ 滋賀 モチヅキ　トクマサ R's plus+ 滋賀

ワダ　アイ ○ R's plus+ 滋賀 テラシマ　カヅヨ ○ R's plus+ 滋賀

カゲヤマ　テルヤ R's plus+ 滋賀 スズキ　ヒデカズ ○ R's plus+ 滋賀

ムラカミ　ヒロシ R's plus+ 滋賀 ナカジマ　チグサ ○ R's plus+ 滋賀

オオクボ　アキラ モン・レ―ヴ 滋賀 サイトウ　ミサキ モン・レ―ヴ 滋賀

ナカセキ　ジュンイチ モン・レ―ヴ 滋賀 クラトミ　ヨウコ モン・レ―ヴ 滋賀

ＢＢＢＢ シバタ　ヨシアキ モン・レ―ヴ 滋賀 メカタ　カズヒサ モン・レ―ヴ 滋賀

ＰＰＰＰ キタオカ　ツトム ○ Darts & Bar Killer tip 滋賀 ＢＢＢＢ カスガ　マユミ ○ Darts & Bar Killer tip 滋賀

ＰＰＰＰ マスヤマ　ヨウヘイ ○ Darts & Bar Killer tip 滋賀 シミズ　マイ ○ Darts & Bar Killer tip 滋賀

ＢＢＢＢ クザト　ヨシヒコ ○ Darts & Bar Killer tip 滋賀 ナサカ　ユウスケ ○ Darts & Bar Killer tip 滋賀

ＢＢＢＢ ツジノ　ケンタ Darts & Bar Killer tip 滋賀 ハリマ　マサキ Darts & Bar Killer tip 滋賀

ノモト　シンイチ ○ コミック広場 滋賀 タナカ　コウタロウ コミック広場 滋賀

ＡＡＡＡ ハルナ　シンジ ○ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀 ＢＢＢＢ ニシダ　ケンタロウ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀

クマガイ　ヒロユキ ○ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀 ヒロベ　ヤスノリ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀

ＡＡＡＡ コマツ　ユウスケ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀 クボ　マサシ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀

オクムラ　マイ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀 ミカミ　ユウキ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀

ＰＰＰＰ カワグチ　マサシ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀 セリ　ユウキ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀

ＡＡＡＡ デマチ　ナオト ☆夜カフェ☆dimple 滋賀 ナカガワ　タクミ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀

カワバタ　カズフミ ☆夜カフェ☆dimple 滋賀 オオニシ　ハヤト ☆夜カフェ☆dimple 滋賀

クロベ　コウジ R's plus+ 滋賀 タノウエ　タイチ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀

ヤマモト　ショウタ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀 ヤマナカ　タケシ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀

カジ　マサユキ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀 ナカムラ　ミツアキ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀

ムラカミ　トヨヤ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀 ヤマト　タケシ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀

イシカワ　ヨシアキ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀 タケカワ　ヨウイチ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀

ＡＡＡＡ クサノ　アツシ Darts Bar BLACK 滋賀 ＡＡＡＡ イトウ　シンジ Darts Bar BLACK 滋賀

ＡＡＡＡ セツ　リュウヤ Darts Bar BLACK 滋賀 ウンセイ　ヒトミ Darts Bar BLACK 滋賀

ＡＡＡＡ テラダ　タカヒロ Darts Bar BLACK 滋賀 ベッポ　タカヒロ Darts Bar BLACK 滋賀

ＰＰＰＰ タナカ　シンゴ Darts Bar BLACK 滋賀 ＢＢＢＢ オクダ　ナオキ Darts Bar BLACK 滋賀

ＢＢＢＢ イハ　リュウタロウ Darts Bar BLACK 滋賀 ＢＢＢＢ アダチ　ジュンヤ Darts Bar BLACK 滋賀



ＡＡＡＡ ヤマザキ　ハルキ Darts Bar BLACK 滋賀 ＢＢＢＢ オオシゲ　カズキ Darts Bar BLACK 滋賀

ＰＰＰＰ フルカワ　タケヒロ ○ ～ＺＥＮ～ 滋賀 イシハラ　ケイイチ ～ＺＥＮ～ 滋賀

トミヤス　リョウタ ＬＩＥＮ 滋賀 ナカハシ　コウキ ＬＩＥＮ 滋賀

ＰＰＰＰ ニシグチ　サユリ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀 コダマ　タカヒロ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀

ＰＰＰＰ ホシノ　リエ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀 ＰＰＰＰ モトノ　チアキ ○ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀

ＰＰＰＰ ヨクモト　ショウゴ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀 ササキ　ヨシヒロ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀

ＰＰＰＰ ヒラウチ　カズユキ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀 ササキ　カヨ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀

ＰＰＰＰ シミズ　ヨシヒロ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀 ヨネザワ　ユウスケ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀

ＰＰＰＰ マツダ　カズキ ○ Darts Café Rock On 滋賀 アシダ　コウスケ ○ Darts Café Rock On 滋賀

キタムラ　トモヤ Darts Café Rock On 滋賀 ノセ　ツヨシ Darts Café Rock On 滋賀

ＡＡＡＡ イノコ　ヨシノリ Darts Café Rock On 滋賀 マスダ　トモミ Darts Café Rock On 滋賀

ＡＡＡＡ トミナガ　ユウキ Darts Café Rock On 滋賀 キタノ　マサノリ Darts Café Rock On 滋賀

ヤマサキ　カナコ ○ Darts Café Rock On 滋賀 ＡＡＡＡ ウジナワ　キョウヘイ ○ Darts Café Rock On 滋賀

ＰＰＰＰ ニシ　ショウヘイ ○ Darts Café Rock On 滋賀 ＢＢＢＢ ヨネザワ　ヨウタ ○ Darts Café Rock On 滋賀

エガワ　カツヒト ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 シモダ　ヨシノブ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

ＢＢＢＢ タキガワ　シンペイ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 ＢＢＢＢ モリモト　ツヨシ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

ＡＡＡＡ カサマ　リュウイチ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 ナカガワ　シンヤ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

イズミ　マイト ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 フクダ　サツキ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

ＢＢＢＢ ミヤモト　サオリ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 タナカ　マサコ ○ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

ＡＡＡＡ ミヤジマ　トシユキ ○ RAINBOW 滋賀 オオスミ　カズヤ ○ RAINBOW 滋賀

ノグチ　チヒロ ○ RAINBOW 滋賀 ヤマモト　カズヒロ ○ RAINBOW 滋賀

フジイ　トミオ RAINBOW 滋賀 クシノ　マミ RAINBOW 滋賀

ＰＰＰＰ アラカワ　ケンゴ ○ RAINBOW 滋賀 ＰＰＰＰ ムライ　コウスケ ○ RAINBOW 滋賀

ヤマウチ　タクヤ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀 カワモリ　ユキミ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀

ミヤガワ　ナオト Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀 ＢＢＢＢ タカハシ　アツシ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀

ヒロセ　ユキオ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀 ニシザワ　マサヤス Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀

ＰＰＰＰ イクタ　シュウジ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀 サカグチ　ケンジ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀

シノタニ　ルリ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀 シノタニ　カホ Ｒ’ｓ　ＳＴＯＲＥ 滋賀

ＡＡＡＡ ウエノ　タクマ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀 ナカノ　ユウキ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀

ＰＰＰＰ ヨシイ　コウキ ○ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀 フジモト　ユウジ ○ Ｋ☆ＳＴＹＬＥ 滋賀

ＡＡＡＡ スギモト　ショウタ ○ ＬＩＥＮ 滋賀 ＡＡＡＡ ハヤシ　ヨシハル ○ ＬＩＥＮ 滋賀



ＡＡＡＡ サヤマ　タツヨシ ＬＩＥＮ 滋賀 スギモト　シホ ＬＩＥＮ 滋賀

ＢＢＢＢ ウチノ　ダイチ ○ ＬＩＥＮ 滋賀 ＢＢＢＢ タニグチ　カズキ ＬＩＥＮ 滋賀

ＰＰＰＰ イケダ　ショウゴ ㈱ゲインコーポレーション 滋賀 ＢＢＢＢ ヤギ　チサト ㈱ゲインコーポレーション 滋賀

ＰＰＰＰ ヨコタ　ユウヤ Bb南草津店 滋賀 ツツイ　ダイチ Bb南草津店 滋賀

ニシカワ　ミオリ Bb南草津店 滋賀 スギモト　サトコ Bb南草津店 滋賀

オカニシ　ダイスケ RAINBOW 滋賀 マツダ　シュウスケ RAINBOW 滋賀

ヤマモト　カズヒロ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀 ヤギ　ケンタ ＢＬＡＣＫ　ＨＯＲＳＥ 滋賀

ＢＢＢＢ ショウダ　キョウヘイ ○ Ganeza 滋賀 ＢＢＢＢ デミズ　タカアキ Ganeza 滋賀

ＢＢＢＢ カンダ　ソトジ ○ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀 タニ　アユミ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀

ウカイ　タダシ ○ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀 モリタ　アユ ○ ダーツ＆カフェ　Beers! 滋賀

ウエダ　ジュンヤ ＣＡＳＩＮＯ　ＤＲＩＶＥ 神奈川 ウエダ　ミツコ ＣＡＳＩＮＯ　ＤＲＩＶＥ 神奈川

ＰＰＰＰ エンドウ　アキラ Palace 神奈川 ＢＢＢＢ ヤナギシタ　エイ Palace 神奈川

ＰＰＰＰ キムラ　マリコ Berry Berry Aomori 青森 ＰＰＰＰ ヤキヤマ　リエ DARTS SHOP SASS 福岡

サトウ　ヨシオ Darts & Bar JB's 静岡 スズキ　ヒロコ Darts & Bar JB's 静岡

ササキ　ヒデキ digital darts court R 静岡 ムラマツ　マサト digital darts court R 静岡

タカミ　マサヒコ digital darts court R 静岡 ＰＰＰＰ シキ　ユリカ digital darts court R 静岡

ＡＡＡＡ ヤナギハラ　トモノリ ＢＵＬＬＥＴ 石川 ＡＡＡＡ ヨシダ　マサヒト ＢＵＬＬＥＴ 石川

ＰＰＰＰ カスヤ　ススム トレスクエア　おゆみ野 千葉 ＰＰＰＰ タカハシ　ミサト ○ DARTS SHOP SASS 福岡

ＢＢＢＢ イトウ　フミアキ セキシュウサイ 大阪 ヒガシノ　コウジ セキシュウサイ 大阪

ＡＡＡＡ ナカタニ　エイゴ J-CREW DARTS 大阪 ウエキ　トシユキ J-CREW DARTS 大阪

ヤマサ　コウジ J-CREW DARTS 大阪 イナガキ　フミオ J-CREW DARTS 大阪

ＡＡＡＡ ナカイ　カズノブ J-CREW DARTS 大阪 ＡＡＡＡ シマベ　ユウヤ J-CREW DARTS 大阪

ハタハラ　サトル J-CREW DARTS 大阪 タハラ　サトシ J-CREW DARTS 大阪

カネコ　ヤスヒロ J-CREW DARTS 大阪 オモテ　アユミ J-CREW DARTS 大阪

ＰＰＰＰ アサダ　ツヨシ J-CREW DARTS 大阪 ＰＰＰＰ オオモト　ナオキ J-CREW DARTS 大阪

ニッタ　マサヒロ J-CREW DARTS 大阪 タケウチ　サキ J-CREW DARTS 大阪

ＰＰＰＰ ウノ　ヒトミ J-CREW DARTS 大阪 ウエダ　ヒロノブ J-CREW DARTS 大阪

ＰＰＰＰ サトウ　セイヤ J-CREW DARTS 大阪 ＰＰＰＰ オカダ　アキコ J-CREW DARTS 大阪

ＢＢＢＢ ミツイ　ノブヒロ J-CREW DARTS 大阪 コイシ　アリサ J-CREW DARTS 大阪

マツバラ　アキオ J-CREW DARTS 大阪 ヒラノ　ユキコ J-CREW DARTS 大阪

ＰＰＰＰ カワカミ　マナ ＬＡＺＥ＋ 大阪 ナリタ　ヨシキ ○ ＬＡＺＥ＋ 大阪



ＡＡＡＡ アミジマ　ヒロミチ Billiard & Darts Bar Nove 大阪 ＢＢＢＢ イマナラ　リュウタ Billiard & Darts Bar Nove 大阪

ＰＰＰＰ ヒラノ　ショウコ Grass Monkey 大阪 コトウ　シズカ Grass Monkey 大阪

ＡＡＡＡ オオハタ　タケシ Grass Monkey 大阪 ＡＡＡＡ マエカワ　エミナ Grass Monkey 大阪

ＡＡＡＡ ワカマツ　ダイスケ Grass Monkey 大阪 ＡＡＡＡ コウタ　ヨシノリ Grass Monkey 大阪

セイケ　リョウイチ yamato 大分 セイケ　ユミ yamato 大分

ＡＡＡＡ コンドウ　ユズエ First Piece 東京 ＢＢＢＢ オクヤマ　アヤ First Piece 東京

ＡＡＡＡ イトウ　アキエ First Piece 東京 ＰＰＰＰ カワサキ　ヨシエ First Piece 東京

ＰＰＰＰ ヒノ　ユウコ First Piece 東京 ＢＢＢＢ イワサキ　リョウ First Piece 東京

カシヅカ　サトシ First Piece 東京 クロカワ　ジュンコ First Piece 東京

クリハラ　アキヒロ First Piece 東京 ＢＢＢＢ サカグチ　リサ First Piece 東京

サイトウ　シゲト First Piece 東京 ＢＢＢＢ ミナミ　マサヒコ First Piece 東京

ＰＰＰＰ マツダ　コウジ Darts Bar UNDER GROUND 東京 ＰＰＰＰ モリタ　ハナコ Darts Bar UNDER GROUND 東京

ＡＡＡＡ ナカノ　タカノリ FUNKY'S 富山 カトウ　モトシ FUNKY'S 富山

ナカノ　ソノ FUNKY'S 富山 ヤマキ　エリ FUNKY'S 富山

ＡＡＡＡ タナカ　ケンジ FUNKY'S 富山 ＡＡＡＡ ナカヤ　ノリカズ FUNKY'S 富山

ヤマキ　アカネ FUNKY'S 富山 フクダ　マイコ FUNKY'S 富山

ＰＰＰＰ イマイ　ノブタカ FUNKY'S 富山 ＡＡＡＡ ナカザワ　ノリオ FUNKY'S 富山

ＡＡＡＡ キタニ　タクロウ FUNKY'S 富山 クツワダ　ソウタロウ FUNKY'S 富山

タカラ　ワタル goody's kitchen 富山 ゼンマン　サトシ goody's kitchen 富山

カジサ　シゲキ goody's kitchen 富山 ノグチ　イクミ goody's kitchen 富山

ＰＰＰＰ シミズ　ミユキ ＢＵＬＬＳ 福井 アラセ　カオリ ＢＵＬＬＳ 福井

ナカノ　アキラ ○ ダーツバーK 福岡 イセ　ヨシロウ ダーツバーK 福岡

ＰＰＰＰ イグチ　カツヤ BAR Lafeene 兵庫 フクマ　マサヒロ BAR Lafeene 兵庫

ＡＡＡＡ イサガワ　ヤスヒロ Sports Bar Foot 兵庫 ＡＡＡＡ カワベ　タカシ Sports Bar Foot 兵庫

ＡＡＡＡ ナカニシ　サユナ Sports Bar Foot 兵庫 ＢＢＢＢ ハマモト　エリ Sports Bar Foot 兵庫

ＢＢＢＢ マスダ　ヨシノブ ○ 鬼味噌田嶋屋 兵庫 ヤマシタ　マイ ○ 鬼味噌田嶋屋 兵庫

オノ　マサキ ○ 鬼味噌田嶋屋 兵庫 ＢＢＢＢ ナカ　タカヒロ ○ 鬼味噌田嶋屋 兵庫

ＰＰＰＰ ムラカミ　ナオト ddc@fc西宮北口店 兵庫 ＰＰＰＰ ハギハラ　チエコ ddc@fc西宮北口店 兵庫

ＰＰＰＰ トダ　ケイスケ ddc@fc西宮北口店 兵庫 ＡＡＡＡ ナガオ　ジュン ddc@fc西宮北口店 兵庫

ＰＰＰＰ ヨコヤマ　フジコ ddc@fc西宮北口店 兵庫 カジマル　ユキノリ ddc@fc西宮北口店 兵庫

カトウ　ゼンメイ GSD/yamato 兵庫 クリハラ　マユミ GSD/yamato 兵庫



ＰＰＰＰ トマリ　ヒデヨシ Victoria 兵庫 シノザキ　ナミ Victoria 兵庫

ＰＰＰＰ トマリ　ギロウ Victoria 兵庫 ＰＰＰＰ カワイ　ケンゴ Victoria 兵庫

シマタニ　コウジ K's BAR 兵庫 タムラ　ミナコ K's BAR 兵庫


