25日 オートハンデダブルス
ID

PLAYER1

受付時間 9:00～9:45
PLAYER2

エントリー店舗

D-001 セキネ ナオヤ

カワムラ ヨシカツ

A.D.A

D-002 アキヤマ コウイチ

アキヤマ ユキヤ

Bar Lammin

D-003 タカハシ ショウタ

シオエ ライヤ

Billiards＆Darts EAST

D-004 ササキ ジュン

ホシノ マサノリ

Café bar Fine

D-005 タナカ アキヒロ

コサカ サリ

Darts Bar JADE

D-006 トマル ユウキ

シノツカ ルネ

DEARS

D-007 フジタ キョウスケ

アベ ユウヒ

JACK町田店

D-008 イシタ ヨウコ

オオヤ ジュンコ

JACK目黒

D-009 イシノダ ヒサシ

ババ トモカズ

MONACO 調布店

D-010 スズキ ミズキ

モロフジ ユキコ

MONACO 調布店

D-011 ババ コウイチ

イマダ メグミ

NATURAL NINE AROMA

D-012 イナマス ワタル

ホシノ マナカ

NATURAL NINE AROMA

D-013 スズキ ケイスケ

ツチダ ナツキ

NATURAL NINE 横浜

D-014 ヤマダ コウヘイ

ミヤウチ ナビ

One Chance

D-015 モトザワ トシユキ

イワセ タクミ

One Chance

D-016 フジムラ ツヨシ

タケウチ マサトシ

One Chance

D-017 イイヅカ アキヒト

サトウ ダイスケ

One Chance

D-018 サトウ キョウジ

ジゲ トモヤ

Player's café STYLE

D-019 キモト タカユキ

エノクマ ユキ

Player's café STYLE

D-020 ワタナベ シンイチ

セイノ ハルカ

Pool&Darts Trigger

D-021 タイナカ シンノスケ

カワシタ ハルカ

Seavie Darts Café

D-022 コシヅカ ノリカツ

コシヅカ タエ

Sports Café KAZ

D-023 カジヤマ ヒロアキ

カスキ アキラ

THE DAY Café

D-024 フクシマ カズヒト

チバ エリコ

THREE HEAVEN

D-025 ナルケ シュンスケ

ヨネモト エミ

THREE HEAVEN

D-026 キムラ ショウヘイ

ウチウミ トモコ

THREE HEAVEN

D-027 ナガイ マサトシ

オオタ リュウ

THREE HEAVEN

D-028 カリヤ ヨウヘイ

ハヤミ ケン

UP

D-029 オノハラ コウスケ

ホリコミ テルマサ

ＵＰ綾瀬

D-030 オオハタ リュウタロウ

タムラ キミエ

UP恵比寿

D-031 コミヤ ユウタ

スズキ ユウヤ

ＵＰ錦糸町

D-032 ハヤシ サトシ

タカハシ カズキ

ＵＰ新橋

D-033 フジサワ ジン

フジサワ アド

ＵＰ竹の塚

D-034 ホカリ ミチト

クダマツ カナ

ＵＰ竹の塚

D-035 マエハマ シュウト

カク ユウタ

ＵＰ竹の塚

25日 オートハンデダブルス

受付時間 9:00～9:45

D-036 サンダース H ヒュウガ

ナカガワ ショウ

ＵＰ竹の塚

D-037 アオシマ ツバサ

キン リュウ

UP東京八重洲

D-038 ササモリ トキオオ

コイズミ チハル

UP東京八重洲

D-039 アオヤマ タクヤ

タケイシ イマリ

ＵＰ中野

D-040 コヤマ マイコ

イワタ タクミ

ＵＰ中野

D-041 アカイケ カズヤ

オオキ ケンタ

ＵＰ中野

D-042 クリハラ タダオ

ソウカワ ユウカ

ＵＰ中野

D-043 カマタ ユウスケ

ササキ タカマサ

ＵＰ靖国通り

D-044 セキド コウヘイ

キムラ ユウキ

Zacca

D-045 エンドウ ユウ

ソガ ショウヘイ

Zacca

D-046 ナカセコ ミチノブ

オオカワ サトシ

Zacca

D-047 マルヤマ モトフミ

オオカワ サトシ

Zacca

D-048 イケガミ シンゴ

ナガシマ アツシ

Zacca

D-049 ナカノ カズヒロ

サルタ マサカズ

Zacca

D-050 コバヤシ ヤストモ

ヤマシタ シュウ

Zacca

D-051 テヅカ マサキ

シブカワ ジュン

Zacca

D-052 タカシマ ダイ

タカギ タイキ

居酒屋 絆

D-053 マツモト ヒトシ

スズキ ダイセツ

居酒屋 絆

D-054 ウド イタル

ササキ ヨシオ

飲ん兵衛GLOBE

D-055 ナガオカ コウヤ

ナカイ トム

カラオケ K-Cruise

D-056 エンドウ ヒロキ

サトウ ノゾミ

カラオケ K-Cruise

D-057 マツモト タカマサ

スギハラ チカシ

キャノンボール市原店

D-058 ツチヤ ケイスケ

ホウジョウ カツヒサ

サンパークダーツ中央口店

D-059 カタヤマ タカハル

オカモト マリナ

ダーツ居酒屋 華矢式

D-060 フジサワ アカネ

ササキ シノブ

ダーツカフェ イワオ

D-061 ヨシトモ ユウダイ

フクトミ ユウスケ

ダーツカフェデルタ 亀戸店

D-062 タカヤマ レイジ

ニシダ アキヒコ

ダーツカフェデルタ立川店

D-063 オノ コウキ

ウスバ モトキ

ダーツカフェデルタ目黒

D-064 イノウエ カズマ

サイトウ ユウスケ

ダーツカフェデルタ目黒

D-065 キタツジ ユウタロウ

ヨウメイ ショウヘイ

ダーツカフェデルタ目黒

D-066 カムラ タカヤス

マスヤマ ハルユキ

ダーツハイブ新宿東口店

D-067 アマノ ヤスヒロ

カトウ タカユキ

ダーツハイブ新宿東口店

D-068 フジワラ ヒサノリ

エンダ ツネオ

タイムスペース松戸

D-069 オノ ヒロト

トクタケ マイ

タイムスペース松戸

D-070 マキノ ヒロミツ

カワムラ トモアキ

タイムスペース松戸

D-071 オオモリ リト

オカザキ ハヤト

ミッキー＆ネプチューン
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D-072 オイカワ ヒサシ

受付時間 9:00～9:45
ムラカミ ヒデキ

祭場 夜さ来い

