
 26日 ダブルス

PLAYER1 PLAYER2 エントリー店舗

ヤマモト　ヒロキ カワサキ　ミカ 298

ヨシイ　カズヒロ ヨシイ　シュウガ 298

アユサワ　トモヤ フジマキ　カズヤ 298

マツダ　ハヤト イリタニ　ユウジ ３６０°

ハナミ　リュウタ タチバナ　カオリ ３６０°

ハヤシ　ヨシノリ カトウ　サクラ ３６０°

カワイ　タクヤ ヤマハタ　マサヒト ３６０°

ツクイ　ヤスマサ ナカムラ　チアキ ３６０°

ナカムラ　マサミ カトウ　マサヤ ALPHA

カザマ　トオル サイトウ　タクヤ ALPHA

クボデラ　イサオ テラダ　ハヤト ALPHA

イトウ　タカシ ヤマヤ　タケシ ALPHA

オクノ　ジュンタ マツヤマ　ハヤテ Alvis

テラサワ　アツシ ミウラ　タクロウ Alvis

アキモト　タカコ サカタ　ナオト Alvis

ミヤキ　ヨシヒコ ヤマウチ　アイ Amusement Bar snazzy

カトウ　イサオ シバタ　リョウ Amusement Bar snazzy

カガヤ　シュウサク カキハナ　カツヤ ANGE

ゴトウ　チクヤ ナカノ　ユイ ANGE

ワタシバ　ユウキ サトウ　カズユキ AZURE

ササキ　ショウコ タカズミ　タツヤ BAR AQUAVITE

マツヤマ　タイ スズキ　トモヤ Bar ciel

ヨシダ　タカノリ タカノ　カツハル Bar ciel

オオタ　マサタカ コバヤシ　アキラ Bar ciel

アベ　シンイチ タケダ　マサキ Bar ciel

コバヤシ　コウジ タケダ　ユキコ Bar ciel

トヅカ　リョウタ オオサワ　タカヒト Bar ciel

ササキ　ユウスケ ムラヤマ　シオリ Bar ciel

イケダ　タクヤ ナガモリ　ルカ Billiards＆Darts BAR 隠れ屋

ハタケヤマ　ハルヤ スズキ　コウヘイ BULAN

キソ　ユキナ カンザキ　ミズホ BULAN

イガラシ　ツトム オオタケ　カツユキ Bull Dog

カセガワ　ミホ シバタ　タケヒサ Bull's Black

ヤマモト　ヨシヒコ イワシタ　トモユキ Bull's Black

フクオカ　ユウキ タケウチ　リョウヤ Bull's Black
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ワカサ　ジュンイチ イシイ　アイ Bull's Black

オオシロ　ツヨシ ミツモト　カズヒコ Bull's Black

カワサキ　ヨウヘイ カサイ　リョウマ Bull's Black

イシイ　スグル ヤリタ　キョウスケ Bull's Black

ナラザキ　ススム イシカワ　タカユキ CrossDesignCreation

マツヤマ　タイチ ホリエ　マユミ CrossDesignCreation

ナカヤマ　ジュン ツボタ　コウイチ CrossDesignCreation

フジタ　タツヤ カワグチ　ヒロミ ＣｒｏｓｓＤｉｎｉｎｇ glow

イトウ　トシオ ディ　ユウジ Darts ＆ Bar MIX

シバタ　ケイスケ マスジマ　ナオト Darts Bar ALBA

タナカ　アキヒロ コサカ　サリ Darts Bar JADE

イトウ　ケイスケ カネシゲ　ヨシアキ Darts Bar Stinger

クジ　トモアキ ノグチ　タカヨ DARTS BAR SUNS

タシロ　マサユキ タカヤ　ナツコ DARTS BAR SUNS

ミヤモト　ユウタ ハタケナカ　ヒロシ DARTS BAR SUNS

ノナカ　ツヨシ フジオカ　タカシ DARTS BAR SUNS

モリヤ　ヨシヒコ スガヌマ　チアキ DARTS BAR SUNS

ヤマダ　カオル コバヤシ　ユミ DARTS BAR Trues

オオサキ　ヒデアキ クロカワ　マナブ DARTS BAR Trues

ムタ　コウヘイ ドイ　タケフミ DARTS BAR Trues

ツユクボ　マユ ハヤカワ　ケイ DARTS BAR Trues

ミツモリ　ヒデアキ ヒロセ　ユウタ Darts Shop TiTO柏店

イワタニ　ユウト キミシマ　マサノリ darts&bar DIP

シモダ　ユウキ シノツカ　ルネ DEARS

オオツキ　ヒロユキ イワブチ　ショウ Delta OMIYA in Hive

アライ　サトシ マツザワ　シュウジ Delta OMIYA in Hive

スギヤマ　ヒロマサ サトウ　リョウヘイ Delta OMIYA in Hive

イチムラ　ノリヒコ ヤマモト　ヨシト Delta OMIYA in Hive

ヨシダ　ヒロシ タカハシ　ヒロヒデ Delta OMIYA in Hive

ワタナベ　カズタダ ハラ　ノゾミ Delta OMIYA in Hive

ミヤザキ　リョウヘイ ワタナベ　トモノリ Delta OMIYA in Hive

スズキ　ヨシキ ミウラ　タカユキ Delta OMIYA in Hive

エチゼン　オサム タナカ　ショウセイ eye's　溝の口

オガワ　ユウイチロウ タナカ　セイヤ eye's　溝の口

マルタ　タダカズ イケグチ　ヒロキ FiGARO－R

コジマ　サトシ オオイケ　アツキ FiGARO－R
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イノウエ　スグル タニアイ　ヒロキ FUN経堂

ウエシロ　マサシ ワカスギ　リョウ FUN経堂

カミノ　ミツキ ナグラ　カレン FUN経堂

タカハシ　ノゾム タケナカ　ヨウコ FUN経堂

ヤマダ　タスク クボタ　タクミ FUN経堂

ホシノ　コウイチロウ サネヨシ　テツロウ FUN経堂

トミカワ　ナオミ カタヤマ　ユリナ FUN経堂

ウソノ　マサノリ クニモト　リク FUN経堂

カジイ　ケン ササキ　リョウスケ FUN久我山

ヤエガシ　ユウヤ カサマツ　ユキ FUN久我山

ハナザワ　ヒデノリ ナカムラ　ヒロシ FUN久我山

タニザキ　タカフミ スギシタ　ユウリ FUN笹塚店

フルカワ　ショウタ カズモリ　ユウト FUN中河原店

スズキ　ミヒロ ケヅカ　ユウゴウ FUN中河原店

スエヨシ　アキト ナカムラ　ユキ FUN中河原店

ヒグチ　シンヤ イケガミ　ユウスケ FUN中河原店

カサマツ　タカキ キタハラ　ヒロキ FUN中河原店

ハタガワ　ケンタ チバ　タクミ FUN中河原店

モリタ　ユウジ カクバリ　ユウキ FUN中河原店

エビサワ　ダイキ ヒワタリ　ユウキ FUN中河原店

アオキ　コウヘイ ツルオカ　ノリユキ FUN中河原店

ヒロタ　ユウト オオタ　アヤナ FUN中河原店

ササキ　タツオミ ヨシナリ　トシマサ FUN中河原店

ヤマウチ　ユウスケ ヤマザキ　リョウ FUN中河原店

シライ　サキョウ オノザト　サトル Garret

イガラシ　カズヤ オジカ　ヨウイチ Garret2

サトウ　ヒデト タカノ　コウセイ ＧＡＲＵＤＡ

マサダ　ユウジ ウチマ　トモフミ ＧＡＲＵＤＡ

キタハラ　アキノブ オオキタ　サキ ＧＡＲＵＤＡ

タケウチ　ヨシタカ コザカイ　マユミ ＧＡＲＵＤＡ

ホシノ　ヨシモリ イオカ　ダイスケ ＧＡＲＵＤＡ

オオツキ　マサツグ アキホ　ミツトシ ＧＡＲＵＤＡ

ナルセ　ギイチ カワバタ　カズナリ ＧＡＲＵＤＡ

コバヤシ　コウジ ナカムラ　カズキ ＧＡＲＵＤＡ

サトウ　ユウジ タグチ　ユウスケ ＧＡＲＵＤＡ

サクライ　ユウキ キヨミヤ　エリ ＧＡＲＵＤＡ
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タヤマ　アキノリ アベ　コウジ ＧＡＲＵＤＡ

オオタ　トモノリ タカハシ　メグミ ＧＡＲＵＤＡ

シモカワ　ヨシタカ マキタ　ナオヒサ GRAND BLUE

コマムラ　ツヨシ サトウ　ナオユキ GROVE池袋

カトウ　リョウジ ナカオ　ヒトミ GROVE北千住店

ホシ　イチロー ハマタケ　タカシ GROVE北千住店

マツナカ　トシキ リ　ダイキチ GUMPX708

ヤマザキ　サトシ キシ　カズマサ GUMPX708

リ　ダイショウ ワカバヤシ　カズシ GUMPX708

エビハラ　リョウタ サイトウ　ノブユキ GUMPX708

フルタ　カズキ ムトウ　コウヘイ GUMPX708

タカハシ　ヨシヒロ ハラ　マナミ GUMPX708

タシロ　ヒデユキ アキヤマ　マナ GUMPX708

モハメッド　アカシ オガワ　アヤコ GUMPX708

カラカサ　ユウキ フカサワ　マホ GUMPX708

スドウ　ショウタロウ フクハラ　　ナオキ GUMPX708

キムラ　ナオヤ シマ　スズナ GUMPX708

アベ　ダイ キジマ　タカアキ GUMPX708

コジマ　タツミ キミツカ　アツヒロ GUMPX708

ヤマモト　セイヤ ソノダ　カナメ HAPPY HAPPY巣鴨店

クマカワ　マサノリ イシダ　ユウキ HAPPY HAPPY巣鴨店

アライ　タカマサ イケダ　ナオ HAPPY HAPPY巣鴨店

カジワラ　カズヒロ ナカネ　マサユキ HeadRock×JACK

タカハシ　ヒデヒト ホソガイ　シュウ HeadRock×JACK

イトウ　コウ マエザト　ミサト HeadRock×JACK

クラウチ　リョウ カトウ　ダイキ HeadRock×JACK

セキネ　ショウ セキネ　エリ HeadRock×JACK

クロサワ　タダシ オカベ　ミツヒコ HeadRock×JACK

アイハラ　ヒロシ コグレ　エミ i Darts Tokyo

スミノクラ　ユウキ ニシヤマ　ハルナ i Darts Tokyo

スミヤ　ヨシユキ ヤマグチ　ユウタ i Darts Tokyo

イシタ　ヨウコ イケノウエ　チヒロ i Darts Tokyo

アリイズミ　トオル タケゾエ　トモキ i Darts Tokyo

マエダ　ケンタ ナラ　アユミ i Darts Tokyo

ガルシア　アンソニー　シゲル ラム　サウ　ファ i Darts Tokyo

ニシムラ　ソウスケ ミナミサワ　シュウジ i Darts Tokyo
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イシカワ　トモミ マエダ　ユキヒサ JACK麻布十番

ヤジマ　ショウ タカハシ　カズノリ JACK下北沢

ヨナハ　タクヤ ケイ　ヤスハル JACK下北沢

ゴトウ　ヨシテル オオノ　セイジ JACK水道橋

トマツ　アツシ ナガサワ　ショウヘイ JACK水道橋

サトウ　ヨシタカ ウエノ　マコト JACK水道橋

ヤギ　ヒロキ ヤナギサワ　ヒロキ Jack巣鴨店

ナカノ　イッセイ ツカモト　キイチ JACK西日暮里

ババ　ヒロユキ コマザワ　ケイスケ JACK西日暮里

フジワラ　ヤスヒロ ワタナベ　カズヒサ JOINS

ヨシダ　ハヤト タジマ　マサミチ JOINS

ニシマキ　コウスケ カメイ　タカユキ JOINS

ミヤワキ　ヨシヒコ タテイシ　マイミ J-spirits

ミヤチ　ユウスケ ナカムラ　トモヒサ J-spirits

スズキ　アキオ スズキ　ミサヨ J-spirits

オグラ　ノブヒロ アキヤマ　カナコ J-spirits

トリゴエ　カツマ トキタ　クミコ J-spirits

オオタケ　ヒロト モリナガ　ユウスケ J-spirits

オガシワ　ヒサシ オガシワ　ノリコ J-spirits

オカマツ　ユキヒデ オオタケ　ミカ J-spirits

ヨシノ　タクヤ ナガエ　リュウジ J-spirits

カワバタ　タケシ シシクラ　イズミ J-spirits

サカキバラ　サダオ タカザワ　アユミ J-spirits

ワタナベ　ヨシヒロ アンドウ　ニコ J-spirits

ススギ　アキオ ススギ　マサヤ J-spirits

カワヒラ　ゴイテ ワタナベ　ケンジ J-spirits

マツダ　タカユキ コジマ　ケンイケ K's AINA

ミナガワ　カズマ スギヤマ　リョウ K's AINA

キミシマ　シンヤ サクマ　カズヨ K's AINA

サクマ　ナオト サトウ　ユウジ K's AINA

サイトウ　コウイチ トヨダ　コウエイ marvellous

マツオカ　トオル サイトウ　ヒカリ marvellous

コサカ　タイチ カメヤマ　ヨシヒロ marvellous

ヤマグチ　テツヤ カワムラ　タクヤ marvellous

コバヤシ　ヨシノリ カネヤマ　トモミ marvellous

ササ　リョウタ オソノイ　マヤ marvellous
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オガワ　ヒロシ キムラ　ユミ marvellous

トリウミ　モトキ サトウ　マサヒロ marvellous

スガワラ　ケンジ ホカリ　ヨウコ marvellous

ババ　コウイチ ワタナベ　カオリ NATURAL NINE AROMA

アサイ　ハヤト ホンダ　ユウト NATURAL NINE AROMA

カスヤ　ススム タグチ　アヤノ NATURAL NINE AROMA

マツオ　リサ トダ　アキラ NATURAL NINE AROMA

ホリカワ　ケイト シンドウ　カオリ NATURAL NINE AROMA

ヨシダ　ヨシノリ ヤジマ　ケイスケ NATURAL NINE AROMA

タナカ　リョウスケ ミヤマ　ヒデキ NATURAL NINE AROMA

オザワ　リュウト タハラ　カズキ NATURAL NINE AROMA

シブヤ　ボウ　ミズホ サカイ　ヒロノリ NATURAL NINE AROMA

ハセガワ　ヨウイチ シライ　アオイ ON LIMITS

タナカ　ユウジ オオニシ　ユウキ ON LIMITS

シライ　セイヤ ヤマダ　コウヘイ ON LIMITS

ナカムラ　マサヒロ ナカジマ　シンヤ ON LIMITS

ノガミ　ミツアキ イワセ　タクミ One　Chance

ワダ　ミツテル ゴトウ　ユキ One　Chance

アオヤマ　タダヒロ ワダ　ヒデコ One　Chance

ハマダ　コウヘイ コアミ　カナエ One　Chance

シムラ　アヤカ ヤマグチ　マイ One　Chance

タカハシ　アキラ ヨコミゾ　アツシ -one-　亀有390円Bar

オカダ　ヤスユキ イトイガワ　ダイスケ Other side

イナモト　カズコ ナイトウ　トモミ other side

ナガオ　ミツアキ ニシグチ　サユリ Palace

アカマツ　ダイスケ イナバ　ミノル PINE

スギウラ　ヒロユキ ノサカ　ヒロシキ pizza&darts One's

オノデラ　ナオト オオマキ　ユウタ pizza&darts One's

マスダ　ナオウミ カキザキ　ユウイチロウ pizza&darts One's

オクヤマ　ヒロユキ ツツイ　カスミ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ヨシダ　シン アンドウ　ダイチ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ヨギ　ユウキ アライ　キヨミ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ヤナギサワ　ヒロカズ ワタビキ　モリタカ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

イシダ　リョウヘイ イナガキ　トオル PIZZA&SPORTS BAR VIVO

クロミ　ケンタ ミナミ　ヒグ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

アダチ　ケンタロウ クボタ　コウキ PIZZA&SPORTS BAR VIVO
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ミヤタ　タカユキ ハシモト　ナオヤ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ウチダ　タケヒサ オオタカ　マサトシ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

フジイ　ヤスノリ タキグチ　トオル PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ワタナベ　ツバサ モリオカ　サトミ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

サイトウ　カズユキ ヨシダ　ナオ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

フクダ　リュウノスケ ナカハラ　ナオキ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

タケダ　ユウキ スズキ　トオル PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ナカタケ　ユウガ シゲエダ　カズノリ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ヤノ　リョウ オオカワ　マサミ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

サトウ　ヒトシ タヤ　ケイスケ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ハシモト　タケシ キヨサワ　シュンスケ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

コガ　キヅキ ワタナベ　カンナ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

ミツハシ　マサキ ニワ　ヒトミ PIZZA&SPORTS BAR VIVO

タイラ　マサキ ヤマザキ　トモヤ Player's café STYLE

シラトリ　マサト ウウラ　マサヨシ Player's café STYLE

ササキ　ミク イシイ　ユウ Player's café STYLE

オオダテ　ユウスケ オオサキ　サトシ Player's café STYLE

ミヤギ　アスカ サカイ　シンペイ Player's café STYLE

オシダ　カツオ スギウラ　ユウ Player's café STYLE

キモト　タカユキ タクボ　マサル Player's café STYLE

エノクマ　シュウイチ サトウ　ヒロキ Player's café STYLE

ナオイ　ユウジ シノ　シュウタ Player's café STYLE

タザワ　ヒデキ ネモト　ヒデキ Player's café STYLE

ハヤノ　ユウヤ スズキ　ユウゾウ Player's café STYLE

シノダ　タクヤ サイトウ　ユウジ Player's café STYLE

サカゾノ　カズアキ ヨシオカ　ハルカ Point 柏

サワミ　アツシ ササキ　ヨシユキ POOL NEXT

アイダ　カズマ ノグチ　ケンジ POOL NEXT

マツド　リョウジ ヨツグリ　ユキ Pool&Darts Beep

アサノ　ケイジ アエ　ツカサ Pool&Darts Beep

ナガサキ　シュン イガラシ　ミナ Pool&Darts EDGE

セシネ　マヤ サクシタ　マユミ Pool&Darts EDGE

マツタニ　コウキ ウチヤマ　コウジロウ Pool&Darts EDGE

アオキ　モトジ ミズハラ　アキヒコ Pool&Darts EDGE

サトウ　カズユキ サトウ　リエ Pool&Darts EDGE

キシノ　マサシ キムラ　タロウ Pool&Darts EDGE
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コマツ　ミノル シンドウ　ヒデカズ Pool＆Darts RALLY　相模大野

スガハラ　ノブヨシ シノザキ　コウタロウ Pool&Darts Trigger

ワタナベ　シンイチ セイノ　ハルカ Pool&Darts Trigger

ナイトウ　トモアキ オカザキ　ユウスケ R・POOL

タケイ　マサミチ ヒヅカ　ミキ Rabbit Foot

ノムラ　マサヒコ アラオカ　キョウヘイ Rabbit Foot

サトウ　ヒデアキ ウメヅ　ダイキ Rabbit Foot

ノロ　エイジ アイダ　エリコ Raku Darts

オゼキ　ヒロカズ フジイ　タカヒロ Raku Darts

ハンダ　ユウダイ トリヤマ　ヒロト Raku Darts

ヤギシタ　クレハ イマイ　シンヤ Raku Darts

スズキ　マサユキ オクサワ　ショウタ Raku Darts

イシカワ　ユウタ ネモト　ユウキ ＲＡＮＢＵＬ

ヒラヤマ　ノリユキ ウエダ　リョウ ＲＡＮＢＵＬ

プーラホン　ジャックリッチ タカハシ　チハル ＲＡＮＢＵＬ

イイヤマ　ヨシヒロ ハギワラ　マサキ ＲＡＮＢＵＬ

ツユキ　ヒデカズ トミタ　トモアキ ＲＡＮＢＵＬ

オオモリ　ナオキ イトイ　ユリコ ＲＡＮＢＵＬ

ムラカミ　ツネヒロ オオツカ　トモアキ ＲＡＮＢＵＬ

モチダ　マリ マツザキ　ハナ ＲＡＮＢＵＬ

フジワラ　ヒサノリ ウチダ　ユイ Reel

イシヅカ　トシキ フジノ　カナメ Reel

イマイ　マサヒロ ヌマタ　ケイスケ Reel

サトウ　サトシ タナカ　シオン Reel

ミウラ　マサカズ スギモト　リサ Retreat亀戸

ナカダ　マリ ヤガワ　トモハル Savanna東中野

キノシタ　マサキ カネコ　ユキナ Savanna東中野

コバヤシ　ジョータ フナコシ　リョウスケ SEA BLUE

トミナガ　ユウヤ オオバ　ヒカリ SHOT BAR Barrel

オグラ　ダイスケ オオヤマ　モトキ Sports Bar B・B

オオタ　ミツル イトウ　エイキ Sports Bar B・B

タイラ　マサキ　ヒロノブ サイトウ　ダイキ Sports Bar B・B

タカハシ　ヒロユキ スズキ　リョウタ SPORTS BAR Emirates

サカニワ　アラン アキバ　ノゾミ SPORTS BAR Emirates

イシカワ　シュンヤ アダチ　タカシ SPORTS BAR Emirates

カワベ　ショウタ ササカワ　ヨウイチ SPORTS BAR GATE
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クリハラ　タカヒロ ネモト　ヨウイチ SPORTS BAR GATE

オカモト　アツシ コヤマ　トモヨシ SPORTS BAR GATE

ワタナベ　ケンイチ シゲタニ　カンナ SPORTS BAR GATE

タマイ　フミト フジモト　タケヒコ SPORTS BAR GATE

ムギシマ　ユウキ タカハシ　カズヤ SPORTS BAR GATE

サカイ　リュウイチ カサガワ　サヤカ SPORTS BAR GATE

ババ　ヨウヘイ クボ　マサヒロ SPORTS BAR GATE

シイナ　ユウスケ サイトウ　ヤスヒロ SPORTS BAR GATE

ツカハラ　リョウ サカイ　ダイキ SPORTS BAR GATE

スダ　マサシ ナガシマ　タクミ SPORTS BAR GATE

ヤマモト　ジュンイチロウ クロサキ　タイセイ SPORTS BAR GATE

ツガネ　トモゾウ イハシ　スミト SPORTS BAR GATE

オガワ　ケンタロウ サイノ　タクヤ SPORTS BAR GATE

サノ　ヒロカズ イシカワ　トモヒサ SPORTS BAR GATE

サカグチ　シュン サカシタ　タエコ SPORTS BAR GATE

メグロ　ユウスケ ユオ　カホコ SPORTS BAR GATE

オオソネ　ヨウスケ カワサキ　ナオキ SPORTS BAR GATE

スズキ　ヤスシ シラカワ　ショウゴ SPORTS BAR GATE

ウダガワ　ショウマ マツシタ　ナオキ Sports Bar GATE

サカモト　カズノリ アカシ　マミ Sports＆Bar noiz

クマノ　マサト イナガキ　クニヒコ STRIKE DARTS

サトウ　マサユキ ジン　リョウジ STRIKE DARTS

タカハシ　ナオヤ タダクマ　カナ STRIKE DARTS

アソ　マサヒロ ナカムラ　マイコ STRIKE DARTS

イチカワ　ユウキ アサカ　リョウスケ STRIKE DARTS

サイトウ　ケンジ オオツカ　リョウ STRIKE DARTS

キクチ　ケンケン タケダ　ヒロコ STRIKE DARTS

ナカダ　トヨユキ ウエノ　ヒデジロウ STRIKE DARTS

スサ　マコト ツジ　シホコ STRIKE DARTS

パク　ウォン ユザワ　タカミチ TAKO TACO IS LAND

タムラ　トモアキ ナイトウ　メグミ TAKO TACO IS LAND

オカモト　シュウイチ トクダ　マサキ TAKO TACO IS LAND

フジワラ　ノブカズ ミヤモト　マサミ TAKO TACO IS LAND

サトウ　ジュンキ モリカワ　クニタカ TAKO TACO IS LAND

イチハシ　カナ イシカワ　マナミ TAKO TACO IS LAND

スゴウ　ケンタ ヤザワ　ユイ TAKO TACO IS LAND
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ミウラ　ショウコ゜ アサノ　シュンスケ TAKO TACO IS LAND

シカイ　ヒロキ イシヅカ　コウヘイ TAKO TACO IS LAND

キタガワ　タマミ サノ　ハルナ THE DAY Café

オザワ　ユウタ シマダ　カイト The300円酒Bar

サイライジ　ショウ ソノベ　マナノブ The300円酒Bar

イイジマ　ノゾミ クリハラ　タダオ The301円酒Bar

フクシマ　カズヒト ナルケ　シュンスケ　 THREE HEAVEN

キムラ　シュンスケ イトウ　ヒサエ THREE HEAVEN

オザワ　ショウタ ナオイ　キョウイチ THREE HEAVEN

ヤマダ　ノゾム チワダ　ユウヤ TOKYO DARTS STADIUM

タナカ　タクドウ ヤナギ　メグミ T-ZONE

トダテ　アラタ サワベ　リョウタ T-ZONE

ウノ　シュウヘイ タグチ　カムイ UNIX

ムラカミ　トシミツ サイトウ　ナオキ UP

シンドウ　タクヤ クロサワ　リョウスケ ＵＰ赤羽

ナガオ　マサアキ ハニュウダ　サトシ ＵＰ赤羽

オカヤマ　カズシ イシカワ　ミホ ＵＰ赤羽

ミヤタ　シオリ シミズ　クニヒコ ＵＰ赤羽

オオカワラ　ヒデ アイザワ　ノボル ＵＰ赤羽

マルバヤシ　ユウタ オガワ　ヒロム ＵＰ赤羽

ミウラ　マサフミ ニシノ　ナナコ ＵＰ秋葉原

マツモリ　リョウスケ カイ　アンナ ＵＰ秋葉原

ミズタニ　マサシ ムラヤマ　ケント ＵＰ秋葉原

サトウ　タクヤ イマセ　タマル ＵＰ秋葉原

ツシマ　ミノル イワグチ　ユウタ ＵＰ秋葉原

ノナカ　タクヤ モギ　シンノスケ ＵＰ秋葉原

マツイ　ヒロシ アサノ　シンジ ＵＰ秋葉原

フジムラ　タケヒロ イノウエ　ナオコ ＵＰ綾瀬

スズキ　タカアキ イイノ　ヒナコ ＵＰ綾瀬

シバヌマ　ケント ショウイチ　マユコ ＵＰ綾瀬

タケカワ　ノブヒコ シミズ　ヤスヒロ ＵＰ綾瀬

チバ　ヒデユキ マガミ　ユウヘイ UP綾瀬

フカノ　ケンタロウ フクダ　テツヤ ＵＰ飯田橋

サセ　タケヤス ササキ　ユウイチ ＵＰ飯田橋

マツオ　シンタロウ テラカワ　アキホ ＵＰ飯田橋

ハギハラ　リュウト ツボタ　ユウキ ＵＰ飯田橋
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フジタ　ナオキ オダギリ　ヒカル UP恵比寿

コマツ　ダイチ ヨシズ　タカヒロ UP恵比寿

タナカ　タツロウ サイトウ　ケンイチ UP恵比寿

ヤスダ　タカヒデ ナカシマ　ユウサイ UP恵比寿

ナカダチ　トシオ ウエサワ　ヒデノリ ＵＰ錦糸町

ササキ　コウヨウ ナカジマ　ユウダイ ＵＰ錦糸町

キムラ　シンタロウ カマタ　リョウヘイ ＵＰ錦糸町

サキヤマ　マサフミ ミハラ　ヒロキ ＵＰ錦糸町

コンノ　モトヤス ムラカミ　ヨシノブ ＵＰ錦糸町

キモト　コウヘイ シイナ　ジュン ＵＰ錦糸町

キタワキ　リュウジ マルヤマ　タカキ ＵＰ小岩

トミタ　ナオト マツオカ　マツノリ ＵＰ小岩

ムラオ　タカシ タナカ　シンタロウ ＵＰ小岩

アクツ　コウスケ アサノ　ケンタロウ ＵＰ小岩

オオルイ　マサユキ イトウ　チヒロ ＵＰ小岩

フジナミ　タカノリ ハシモト　ヒロユキ ＵＰ小岩

オガワ　マサヒロ イシイ　シンノスケ ＵＰ五反田

ウラカワ　ユウヤ サカモト　シホ ＵＰ五反田

モリタ　マサヒロ ナガタ　シュンスケ ＵＰ五反田

ナカガワ　シュンゴ オヤマダ　ゲンキ ＵＰ五反田

ハラダ　ヤスヒロ オリハラ　ミカコ ＵＰ五反田

ミウラ　シホ ヨシオカ　シュウマ ＵＰ五反田

タカハシ　タカヒロ イイグサ　カリン ＵＰ五反田

サイトウ　マサヤ イイマタ　カツヒサ ＵＰ五反田

アルガ　シゲアキ ホンダ　コウシロウ ＵＰ五反田

オオゼキ　シオミ ダイドウジ　キヨシ ＵＰ新宿三丁目

タカハシ　トモヤ タカハシ　メグミ ＵＰ新宿三丁目

オイカワ　ダイチ アイカワ　マサキ ＵＰ新宿三丁目

タヌマ　マサキ タダ　カオリ ＵＰ新宿三丁目

セキグチ　ユウタ タナカ　ユウキ ＵＰ新宿三丁目

ホリコシ　タツヤス ハギワラ　リョウウン ＵＰ新宿三丁目

フジイ　エリサ クボ　ユウタ ＵＰ新橋

イシムラ　タクヤ タカハシ　リョウ ＵＰ新橋

ヤマダ　タツヤ マツヤマ　ナツコ UP新橋

サイトウ　シンイチ クドウ　アキラ ＵＰ新橋

アゼモト　リュウセイ スズキ　タカユキ ＵＰ新橋



 26日 ダブルス

ヒラタ　タカユキ イイノ　ミナト ＵＰ竹の塚

シライシ　アキラ オオヒラ　カナ ＵＰ竹の塚

スズキ　イッコウ ウヤマ　ケンイチ UP東京八重洲

シラトリ　ショウ タナカ　ヒデアキ UP東京八重洲

コヤマ　マイコ タケイシ　イマリ ＵＰ中野

カワシマ　キョウ オオキ　ケンタ ＵＰ中野

ナカソネ　ミノル ヤスダ　アヤノ UP中野

イワモト　サトシ フジワラ　ヨシヒロ ＵＰ西葛西

クマクラ　シオリ エモリ　ノブアキ ＵＰ西葛西

ナガノ　シロウ スエトミ　ショウ ＵＰ西葛西

エノモト　サオリ ヒロタ　マサル ＵＰ西葛西

ウチダ　シュン ミナミ　ヒデナミ ＵＰ西葛西

チダ　ナオキ アラマタ　ダイスケ ＵＰ西葛西

オオヌマ　コウキ コジマ　ハルカ ＵＰ西新宿

ヤマカワ　トオル イトウ　タカヒロ ＵＰ西新宿

マルタ　キヨミ ミノウ　タカユキ ＵＰ西新宿

マエダ　コウキ ヤハタ　ユウスケ ＵＰ西新宿

ナガムラ　ノブヨシ ハガ　シュウジ ＵＰ西新宿

ツユキ　ダイスケ カネダ　チアキ ＵＰ西新宿

ミヤザキ　キエ シン　ヨシキ ＵＰ練馬

ナカイ　ヒロカズ サタケ　アキラ ＵＰ練馬

マツモト　タカユキ コクブ　エリナ ＵＰ練馬

アオタケ　カズホ イシカワ　サヤカ ＵＰ練馬

サトウ　ヨシトモ ニシウミ　ユウコ ＵＰ練馬

ナツイ　リナ イシノダ　ヒサシ UP靖国通り

コウシンボウ　サトル コイズミ　ヨシキ UP靖国通り

スズキ　セイイチ サノ　アサミ UP靖国通り

コヤマ　カオリ ヤマダ　タクミ UP靖国通り

イシイ　マコト ホリカワ　ミチコ VEGA

コウムラ　マナブ サトウ　アヅミ VEGA

ムラマツ　ユキコ ミムラ　チカコ VEGA

タケダ　カズアキ コマツ　テッペイ VISITOR

ナカタ　アツノリ サクライ　リナ VISITOR

ナカネ　リュウジ ミナガワ　リュウイチ VISITOR

コイケ　ノリマサ オガワラ　ユウスケ VISITOR

イソノ　マコト ムラコシ　リョウスケ WESTERN DREAM
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ヤナイケ　ジュン イシイ　ミツオ WESTERN DREAM

ナカミゾ　タカシ ハギノ　エミコ WESTERN DREAM

ヨシナリ　ショウ ヤマモト　アヤ WESTERN DREAM

ウサガワ　ユウ ヒラノ　カズユキ WESTERN DREAM

エンドウ　マサユキ イシイ　セリカ WESTERN DREAM

ワタナベ　マサト タカイシ　メグミ WESTERN DREAM

カクシマ　ユウタ ハタ　アスカ white house

マツザキ　ヒロユキ ヒラタ　ケイゴ white house

サトウ　ハセト マスダ　ケイジ white house

スガヌマ　キヨハル ツボイ　マサシ white house

キヨタ　ユタカ ササキ　ユイ Wild Heart

カナマル　リョウ ナカダ　アーヤ Wild Heart

シイナ　ジュン ハヤカワ　ヨシタカ Wild Heart

ワタナベ　ノブヒコ カワサキ　ハアト Wild Heart

ヤマグチ　ハルオ ウバガサワ　ノブヒロ Wild Heart

イケダ　ユウ イケダ　ヒロミ Zacca

ニシヤマ　ジュンペイ スギイ　タケノリ Zacca

マツモト　カズマサ イチノヘ　ユウキ Zacca

タナカ　カズヤ カナモリ　シュンスケ Zacca

イトウ　カズホ シブタ　コウヘイ Zacca

オチアイ　ショウゴ ナカマタ　ヨウイチ Zacca

ナカムラ　ヨシタカ オダシマ　タカト Zacca

オダクラ　カズキ ヤマオカ　ケンスケ Zacca

オダワラ　カズキ ヤマオカ　ケンスケ Zacca

トヨシマ　ユウタ デンダ　ゴウタロウ Zacca

タカギ　タイキ イワモト　カリナ 居酒屋　絆

マツモト　ヒトシ タカシマ　ダイ 居酒屋　絆

キツハラ　セイジ スガワラ　ジュンペイ 居酒屋　絆

イワサワ　ミチコ サトウ　カツユキ 居酒屋　絆

サトウ　モカ イワサワ　フミカ 居酒屋　絆

スズキ　ダイセツ シマダ　マサアキ 居酒屋　絆

ヤマナカ　トモミツ イイジマ　ノリオ オアシスバー茅場町

コウダ　ヒサシ イグチ　カタシ 大塚Café ANANA

カタヤマ　シゲル フジモリ　レイ 大塚Café ANANA

カワハラ　テツヤ マツイ　ミドリ 大塚Café ANANA

ヤマモト　マイ サメジマ　セイイチロウ 大塚Café ANANA



 26日 ダブルス

ナカタ　トモユキ イマナカ　ユウイチロウ 大塚Café ANANA

チャバタ　ケイスケ ヌマオ　シゲチカ 大塚Café ANANA

オノ　ノブアキ サトウ　アカネ 大塚Café ANANA

イトウ　スケムネ キナ　マリエ 大塚Café ANANA

ウチマ　ミズキ ハラ　タケシ 大塚Café ANANA

コムロ　タカヒロ ナカエ　リョウスケ 大塚Café ANANA

シュクザワ　ユウキ ヒグチ　テツヤ 海神 Night FUTURE

ニシダ　トモヒコ マツナガ　ユウスケ 海神 Night FUTURE

タカダ　ケンゴ シシクラ　ユキオ カフェレストラン たま～る

カワカミ　ダイスケ ミソノ　コウジ カフェレストラン たま～る

イウラ　ナナコ オオツカ　アキコ カフェレストラン たま～る

クマガイ　タクヤ イシバシ　カナコ カフェレストラン たま～る

サカタ　ヨシカズ オオゼキ　リノ カフェレストラン たま～る

タカシマ　ミツル ゴセキ　ヒデト カフェレストラン たま～る

テラサキ　ショウ コンノ　リチ カフェレストラン たま～る

タカハシ　リョウタ タカダ　アイ カフェレストラン たま～る

コジマ　ユウキ ムラカミ　タツヤ カフェレストラン たま～る

ウメハラ　テツヒロ ツルオカ　テルヒコ カフェレストラン たま～る

シノダ　ケン ニシヤマ　タカヒロ カフェレストラン たま～る

カワウチ　サトシ タカイ　コウイチ カフェレストラン たま～る

ヤマモト　タケシ タナカ　シホ カラオケ　K-Cruise

ナガオカ　コウヤ ナカイ　トム カラオケ　K-Cruise

エンドウ　ヒロキ サトウ　ノゾミ カラオケ　K-Cruise

タキザワ　ユウスケ マスダ　フミヤ カラオケ＆ダーツ dime

マエザト　ショウマ コヤマ　マサノリ カラオケ＆ダーツ dime

シミズ　シンジ キド　タケシ キャノンボール市原店

コミヤマ　ユウタ スダ　フミヤ キャノンボール大森店

コミヤマ　トモヤ タカハラ　カツマ キャノンボール大森店

ナカモリ　ユウイチロウ ツクダ　アイカ キャノンボール鎌ヶ谷店

ウジイエ　タカユキ シノキ　ミホ キャノンボール鎌ヶ谷店

アイダ　マサシ イシイ　ヒカリ キャノンボール鎌ヶ谷店

ヒラバヤシ　ジュンイチ ミヤシタ　ヨシテル キャノンボール鎌ヶ谷店

アンザイ　ヒデタカ サトウ　カズヒロ キャノンボール鎌ヶ谷店

ナカガワ　シュン ニッタ　アカネ キャノンボール鎌ヶ谷店

キザキ　リュウイチ ツカコシ　ヨウコ キャノンボール鎌ヶ谷店

エグチ　アヤコ アオヤギ　ユキ キャノンボール鎌ヶ谷店
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サクライ　フミヤ シモマ　ミサエ キャノンボール鎌ヶ谷店

イザワ　カツミ アベ　リョウスケ キャノンボール鎌ヶ谷店

イシイ　ジョウイチロウ オオイワ　シンゴ キャノンボール鎌ヶ谷店

マツモト　ユウコ イノウエ　ケンジ キャノンボール鎌ヶ谷店

イシトビ　コウタロウ フジモト　ナナ キャノンボール鎌ヶ谷店

タカハシ　ケンタ ワタナベ　アキエ キャノンボール西船橋店

ナラ　アツシ エグチ　ヒサコ キャノンボール西船橋店

コイデ　ヤスキ イトウ　ヨウイチロウ キャノンボール西船橋店

タカハシ　ヒトシ タカハシ　トモコ クロスロード

フルカワ　タケシ ヨシムラ　ナオコ クロスロード

カトウ　リョウイチ カトウ　メグミ クロスロード

シマムラ　タケヒロ カネコ　トオル クロスロード

ヤマグチ　カツトシ イチハラ　ヨシヒロ クロスロード

カトウ　ヨウ イシムラ　リョウタ シーブル

スナダ　ダイスケ ウチダ　ススム シーブル

イイムラ　チヒロ シンポ　カズキ シーブル

キクチ　フミアキ コニシ　リュウヘイ シーブル

サクライ　ハルヒサ タカハシ　エミ 自由空間新潟柏崎店

イノウエ　シンタロウ ミサカ　アツロウ ダーツカフェ イワオ

ナカムラ　ショウヘイ リキエ　シュン ダーツカフェ イワオ

ニイクニ　コウタ ナカムラ　ヒロキ ダーツカフェデルタ　亀戸店

ヨコタ　タケシ オオヌマ　アキフミ ダーツカフェデルタ　亀戸店

マエサワ　アヤカ イシイ　ヒロシ ダーツカフェデルタ　亀戸店

オオイシ　ケンセイ トリス　ヒロツグ ダーツカフェデルタ　亀戸店

ハラダ　タクミ ナカムラ　アヤ ダーツカフェデルタ　亀戸店

ヤマガ　ケンタロウ キムラ　ヒロユキ ダーツカフェデルタ　亀戸店

オオノ　ショウタロウ ナカムラ　ユウダイ ダーツカフェデルタ　亀戸店

シマダ　ショウ ヤマコシ　ヒロエ ダーツカフェデルタ　新小岩店

コマガタ　ノブヒコ サルタ　タケシ ダーツカフェデルタ　新小岩店

コンノ　ユウキ マツダ　タクヤ ダーツカフェデルタ　新小岩店

スギサワ　ヒロアキ カワモト　コウ ダーツカフェデルタ　新小岩店

ウメダ　タケシ エビサワ　ヤスヒロ ダーツカフェデルタ　新小岩店

ハズミ　トシヒロ ナガイワ　タクミ ダーツカフェデルタ　新小岩店

カキノキ　ダイキ ヤマオ　タカシ ダーツカフェデルタ浅草橋

シンカイ　ユウダイ ナガオ　ミツヒロ ダーツカフェデルタ浅草橋

オダカ　カズキ マツノ　ユウキ ダーツカフェデルタ浅草橋
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ハラダ　アミ エスガ　マリ ダーツカフェデルタ浅草橋

ワタナベ　アキヒロ ホソノ　マコト ダーツカフェデルタ浅草橋

セキタ　コウタロウ オギタ　ナミ ダーツカフェデルタ立川店

オカムラ　タクミ フジイ　カナ ダーツカフェデルタ立川店

サクライ　サヴァンナ　エミリー シタラ　リナ ダーツカフェデルタ立川店

キタツジ　コウタロウ トヨダ　タカユキ ダーツカフェデルタ目黒

ホシノ　サユリ ワクイ　ダイスケ ダーツカフェデルタ目黒

アライ　ユウキ ヘンミ　メグミ ダーツカフェデルタ目黒

ヨシダ　ユウキ ヒュウガジ　マサシ ダーツカフェデルタ目黒

スズキ　ヨシタカ ホシノ　トモアキ ダーツカフェデルタ目黒

キハタ　マサヤ ヒラオ　アツシ ダーツカフェデルタ目黒

タカハシ　タクミ ナカジマ　ノリオ ダーツハイブ秋葉原店

サカエ　シズヤ イワサキ　タカシ ダーツハイブ秋葉原店

イチノヘ　マスミ ノダ　ムツフミ ダーツハイブ池袋西口店

オカザキ　シゲミチ タナカ　シンリ ダーツハイブ池袋西口店

ソン　タケヒロ イズミ　コウスケ ダーツハイブ川崎店

ハマガワ　マサシ コンドウ　リョウ ダーツハイブ川崎店

ハヤシカワ　ショウ カトウ　シンゴ ダーツハイブ川崎店

サトウ　ダイスケ マツナガ　ミサト ダーツハイブ神田小川町店

ナカムラ　ノリユキ マツヤマ　タカユキ ダーツハイブ神田小川町店

マエダ　タクマ スズキ　ダスケ ダーツハイブ神田小川町店

オガワ　アンナ イチムラ　トモユキ ダーツハイブ渋谷店

ナガタ　ユウタ イノマタ　ユカリ ダーツハイブ渋谷店

サトウ　タクマ タカハシ　ショウヘイ ダーツハイブ渋谷店

ヨコヤマ　マツタカ カジ　セイジ ダーツハイブ名古屋栄

タカハシ　ヨシテル コグレ　タケル ダイニングキッチン　ゴリラ

キクチ　ジュン ヤマザキ　シンジ ダイニングキッチン　ゴリラ

スミダ　リョウスケ ミズノ　ヒロム ダイニングキッチン　ゴリラ

ゴトウ　アキヒサ キグチ　ナナ ダイニングキッチン　ゴリラ

タケダ　リョウスケ カタオカ　ヨシヒロ ダイニングキッチン　ゴリラ

ニイツマ　ヒロユキ サクマ　ナオミ ダイニングキッチン　ゴリラ

オオカワ　タケシ モリ　タカシ ダイニングキッチン　ゴリラ

ホシノ　カツノリ クリハラ　ヒデユキ デキシークラブ船橋店

ナカタニ　サトル マキ　ミエコ トゥルース海浜幕張店

アサノ　ナツミ イケダ　シュウゾウ トゥルース海浜幕張店

ミズシマ　タロウ キヅ　ケンイチ トゥルース海浜幕張店



 26日 ダブルス

ウメムラ　ヨシタカ サエキ　リエ トゥルース海浜幕張店

コバヤシ　ナオト ヤマダ　ユウト トゥルース海浜幕張店

ナカタニ　サトル マキ　ミエコ トゥルース海浜幕張店

ヒロキ　ケンタロウ ナカムラ　アキラ トリポーズカフェ

ヨコヤマ　フミオ コジマ　ミキ トリポーズカフェ

イシカワ　ユウキ ヒサノ　タダアキ トレスクエア おゆみ野

シシクラ　ジュン ムライ　ユウスケ トレスクエア おゆみ野

サカヨリ　ダイチ ヨシダ　ユウキ トレスクエア おゆみ野

オソネ　ユウタ ワカモト　キョウスケ トレスクエア おゆみ野

アベ　チヒロ ナカムラ　キミヒコ トレスクエア おゆみ野

ヒラオカ　イッシュウ ハヤシ　ミユキ トレスクエア おゆみ野

ナカムラ　ナオキ エダムラ　ヨウスケ トレスクエア おゆみ野

イイジマ　コウヘイ ナカヤ　アキラ トレスクエア おゆみ野

ヨシムラ　ユウタ サトウ　ヒロキ ナチュラルナイン池袋

ミズモト　タカシ イシダ　ノリコ ナチュラルナイン池袋

フナミズ　トモヒサ オカダ　タイシ ナチュラルナイン池袋

タカオ　アツシ ホシ　カツミ 飲み矢Free Style

アサカ　ユウキ ワカバヤシ　ユタカ 飲み矢Free Style

スドウ　アサミ ナカムラ　トモミ バーレイズバー

コイト　トシユキ ナカザワ　ミホ バレルカフェ Aims

トモナガ　ジュンイチ タメガイ　ヒデユキ バレルカフェ Aims

フルタテ　ショウ チバ　マサシ バレルカフェ Aims

タカハシ　ショウタ トリタニ　ヤスノリ バレルカフェ Aims

カワサキ　ヤスヒロ マツナガ　サトシ バレルカフェ Aims

ミヤガワ　ユウスケ タカハシ　ユリ バレルカフェ Aims

アイコウ　タクヤ オザマ　カツヤ バレルカフェ Aims

ネギ　マミレ ピマ　ニモ バレルカフェ Aims

マタヨシ　コウスケ カネヒラ　ユウジロウ バンガラング

スズキ　ヨシキ アベ　コウタ バンガラング

シライシ　アキヒロ ヨネモト　チカ バンガラング

ムラタ　リョウヘイ コニシ　アキヒロ バンガラング

イシマル　トシユキ ウエノ　タカヒロ バンガラング

エガワ　ユウスケ ヤスダ　リョウハ バンガラング

ヨシダ　ゴウ ナカザト　ノリヒト バンガラング

ユアサ　コウタロウ オオノ　マサル バンガラング

マタヨシ　ジュンコ ヨシザワ　アキ バンガラング
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エンドウ　トシユキ フクハラ　アンナ バンガラング

ナカザト　シュンスケ ミンノウ　テツヤ バンガラング

ハヤサカ　ツカサ ナカムラ　ケンタ バンガラング

カメムラ　タカシ ヨシノ　ダイスケ バンガラング

オオキ　タカヒロ ヤマシタ　ノゾミ バンガラング

ハセガワ　テツヤ ホリベ　マサヒロ バンガラング

ツルオカ　ヒロアキ ヤマグチ　タクヤ バンガラング

マキノ　トモカズ スドウ　リョウスケ バンガラング守谷店

ヨシザワ　ススム イトウ　マサシ ビリヤード＆ダーツ　MJ

カンダ　マサタケ コヤナギ　ツヨシ ビリヤード＆ダーツ　MJ

アオキ　ヤスシ ハラダ　ヒロシ ビリヤード＆ダーツ　MJ

クラモチ　ミツユキ カミヤマ　マコト プレイ　ファスト

イトムラ　ヨウスケ ササキ　ヤスコ プレイ　ファスト

ハヤシ　モトキ カンバラ　ユカリ プレイ　ファスト

ナガユマ　ヒロノリ タカハシ　ヒロカズ プレイ　ファスト

ハラダ　ショウヘイ トマリウチ　リョウ プレイ　ファスト

カザミ　マアリ イイジマ　スグル プレイ　ファスト

イノハ　セイジロウ モロヤ　タカシ プレイ　ファスト

ワキタ　シンジ アンドウ　ケンタ プレイ　ファスト

タカハシ　ユウジ カガワ　ヒロユキ ブレイク ショット

イシイ　ジュン カガワ　タカヒロ ブレイク ショット

ヨネヤマ　シンヤ スガヤ　ユウタロウ ポイント国立旭通り店

カワウチ　レイモン ムラノ　マリ ポイント国立旭通り店

フクミズ　ユウスケ ニシダ　ハヤテ ポイント千葉店

エビサワ　リョウタ ナカ　マコト ポイント千葉店

ウエクサ　フミコ エビサワ　ヒロミ ポイント千葉店

ナガシマ　ショウヤ オノデラ　アツシ ポイント千葉店

フジカワ　タク ウエクサ　タカノブ ポイント千葉店

エノモト　ナオアキ オオイケ　コウマ ポイント千葉店

シダ　タクヤ スズキ　ミホ ポイント千葉店

コバヤシ　ヨウスケ オオクボ　リュウハ ポイント千葉店

オオツキ　マサヤ イワサキ　コウヘイ ポイント千葉店

シノミヤ　タクマ トガミ　ユリカ ポイント千葉店

タカハシ　タクミ シラカワ　マコト ポイント千葉店

サカタ　ヨウスケ ヤリタ　カズヨシ ポイント千葉店

トミザワ　ユウイチ イワタ　ナツミ ポイント千葉店
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オヤマ　シュンスケ ヤマグチ　ユウタ 町田 café ANANA

サノ　ケンジ アベ　シンタロウ まんがねっとラウム 新宿本店

イシワタ　リョウタ サトウ　ケンイチ まんがねっとラウム 新宿本店

ニイノ　ヒデユキ トガシ　クニノリ ゆう遊空間 橋本店

オオタニ　タダシ キタゴウ　ヒロヤ 横須賀Café ANANA

キタゴウ　タクヤ モリカゲ　フミヒト 横須賀Café ANANA

アサオカ　トシアキ ミチシタ　タカヒロ 愛矢 Love Arrow

クスノ　サトシ ヤタベ　タケシ 愛矢 Love Arrow

ナシキ　リュウジ フジワラ　ジュンコ 愛矢 Love Arrow

イトウ　アキヒコ ハマダ　アユミ 愛矢 Love Arrow

コバヤシ　ヒロキ オオツカ　タツヤ 祭場　夜さ来い

ヤマダ　ナオミ フジイ　アンナ 祭場　夜さ来い

スズキ　アツシ クラモチ　ヒショウ 祭場　夜さ来い

オオヤマ　マサヨシ シミズ　ミツハル 祭場　夜さ来い

テヅカ　マサトシ クドウ　ヨウスケ 祭場　夜さ来い


