
店舗名 プレイヤー名
テンフィールズ ファクトリー おおしろ  まさき
テンフィールズ ファクトリー しばた　とよかず
テンフィールズ ファクトリー ふじわら　てつや
テンフィールズ ファクトリー こんどう　たくや

3Peace すがむら　つよし
Ace club やまもと　たかと

Cafe&Bar L'arbre あみじま　ひろみち
Cafe&Bar L'arbre かねだ　もりひろ

Cafe&Bar TOPGUN たに　ゆうや
Cafe&Bar TOPGUN なかじま　まさき
Cafe&Bar TOPGUN はしづめ　ゆうき
Cafe&Bar TOPGUN うえぞの　ただあつ
Cafe&Bar TOPGUN すぎた　かずまさ
Cafe&Bar TOPGUN とりまる　ただゆき
Cafe&Bar TOPGUN はやし　ゆうた
Cafe&Bar TOPGUN やまもと　こうへい
Darts & Bar Nova そめや　こういちろう

DARTS BAR COLORS よしむら　みきはる
Darts Bar JADE えのまた　しんご
Darts Bar JADE さかい　ゆうき
Darts Bar JADE たけ　たつひろ
Darts Bar JADE なかむら　まこと
Darts Bar JADE ながよ　りゅうじろう
Darts Bar JADE よこはら　よしかず
Darts Bar JADE たけだ　せいこう

DARTS PARK OASIS いしばし　まこと
DARTS PARK OASIS はとやま　けんじ
DARTS PARK OASIS かくかわ　けいじ
DARTS PARK OASIS いけだ　まさなお
Dining & Darts LaBit せん　ひでき
Dining & Darts LaBit いなやま　さとし

dining bar &day なかむら　けいすけ
Funtazist@ まつもと　あらし

glad まつなが　かずゆき
glad むらやま　れい
glad もりた　あきひと
glad あいぞの　ひでき

MIYABI やまもと　のぶひろ
MIYABI わたなべ　ゆうき

MOANAKAPU まえだ　よしひろ
MOANAKAPU ふくおか　やすひと

One-G あさか　ゆうすけ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 もりた　まさし

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 しんや　ゆうき

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 2nd
店舗別メンズシングルス　エントリーリスト



店舗名 プレイヤー名
DARTS PARK OASIS みなみ　しずこ

Soul(s) Kyoto やまもと　ゆかり
Darts Bar JADE はっとり　きょうか
Darts Bar JADE たけ　かおり
MOANAKAPU いとう　かな

glad やすい　かなこ
Darts Bar Esordio すみだ　しほ

DARTS&BILLIARD NINE きたうら　ゆつき
Cafe&Bar TOPGUN はやし　ももか
Cafe&Bar TOPGUN よこやま　くみ
Cafe&Bar TOPGUN はらだ　ともみ
Cafe&Bar TOPGUN あおき　えこの

Ace club やまぐち　さち
Darts & Bar Nova たかはし　めい

MIYABI まつもと　いよ
MIYABI しのむら　くみ

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 2nd
店舗別レディースシングルス　エントリーリスト



店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2
テンフィールズ ファクトリー おおしろ  まさき ふじわら　てつや
テンフィールズ ファクトリー しばた　とよかず こんどう　たくや

18 Premier bar まえだ　じゅん ふなこし　ゆうすけ
18 Premier bar ふくだ　みのる はっとり　ゆうや

3Peace すがむら　つよし すがむら　しずか
3Peace やすい　まさき たにぐち　つよし

ABC こいずみ　たかし にしもと　みきとし
ABC いのうえ　まゆみ あずま　ゆうや
ABC ひょうどう　ちさと かわむら　ひろき
ABC なかつか　ひろむ くさかべ　ともあき

Ace club たつみ　りょうた さかぐち　しょうた
Ace club やまぐち　さち かたおか　たかゆき
Ace club とくおか　ゆめと おもて　りょうすけ
Ace club しもで　よしかず なかとも　ひでまさ
Ace club やまもと　たかと なかがき　ひろみつ

BAR D.F.C まつい　つばさ にしだ　しんや
Bar glad ふくもと　けい にしだ　なおき
Bar ST おくの　ひろし いまむら　あやみ

Bee河原町 いどもと　てつや しき　ゆうた
Bee河原町 やまだ　よしき はが　ゆうた

Billiards&Darts Bar Break いちかわ　ゆう はせがわ　みずき
BLACK PEARL にしやま　ゆうすけ にしくぼ　てるき
BLACK PEARL ふじもと　ゆう いわもと　あきら
BLACK PEARL とまり　ひでよし とまり　さちこ
BLACK PEARL とまり　ぎろう ふじわら　ひろき
BLACK PEARL かさまつ　ひろあき かさまつ　みき
BLACK PEARL あずま　さちき くりもと　せいや
BLACK PEARL やすむら　こう みさき　たけお

Boon くにかた　りょう かねもと　けいじゅ
Boon いわさき　だいち すぎやま　かつひろ

Bully's 池袋店 おばな　たかあき ひやま　ゆいな
CAFE & BAR Libre's さとう　こうじ にし　ひろゆき

Cafe Bar Fine いちま　なおゆき いむら　ほのり
Cafe&Bar L'arbre あみじま　ひろみち さいとう  ひろあき
Cafe&Bar L'arbre かねだ　もりひろ かねだ　けいこ
Cafe&Bar L'arbre いだ　まさし むらかみ　かな

Cafe&Bar TOPGUN たに　ゆうや うえぞの　ただあつ
Cafe&Bar TOPGUN なかじま　まさき うめがき　かよこ
Cafe&Bar TOPGUN はしづめ　ゆうき きしもと　よしふみ
Cafe&Bar TOPGUN はやし　ももか ふるの　ゆうだい
Cafe&Bar TOPGUN よこやま　くみ ちゃはら　せいじ
Cafe&Bar TOPGUN すぎた　かずまさ うべもと　かな
Cafe&Bar TOPGUN とりまる　ただゆき あさだ　よしき
Cafe&Bar TOPGUN はらだ　ともみ きしもと　かおり
Cafe&Bar TOPGUN あおき　えこの こにし　ふみたか
Cafe&Bar TOPGUN はやし　ゆうた やまもと　こうへい

class なかね　ゆずか よしおか　ちなつ
class とうごう　たかみつ とうごう　まゆみ
class たけなか　すすむ つねか　ゆき
class ながたに　ともゆき ふくなが　ゆうと

CLOUD ふくだ　せいや くりもと　かずき
CLOUD こじま　じゅんいちろう なかがわ　しんや
CLOUD なかむら　みきお みかみ　つとむ

DANG NEXT たづみ　りゅういち みずの　ゆう
DANG NEXT さと　りょう おかもと　たいき
DANG NEXT てい　ひろゆき さく　たかよし

Darts & Bar Nova よしだ　やすひろ わたなべ　ひろゆき
Darts & Bar Nova たかはし　めい そめや　こういちろう
Darts Bar 50/50 うえだ　りょうじ もりた　かずとし
Darts Bar 50/50 もりた　さやか よしむら　みか
Darts Bar 50/50 まえだ　しょうご たまき　ゆうた

店舗別ダブルス　エントリーリスト

DARTSLIVE OPEN 2018 KYOTO 2nd



DARTS BAR COLORS やざき　ひろのり わだ　ひでゆき
DARTS BAR COLORS よしむら　みきはる ひらの　まさとも

Darts Bar Esordio かたやま　ゆう すみだ　しほ
Darts Bar JADE えのまた　しんご たけ　たつひろ
Darts Bar JADE さかい　ゆうき なかむら　まこと
Darts Bar JADE はっとり　きょうか たけ　かおり
Darts Bar JADE ながよ　りゅうじろう きたもと　ゆうみ
Darts Bar JADE よこはら　よしかず たけだ　せいこう
Darts Bar JADE すがぬま　りゅうじ ふるかわ　たつや
Darts Bar JADE のだ　まさよし こさか　さり
Darts Bar JADE ちかだ　ひでき みやざき　りゅうせい
Darts Bar JADE さくらい　ゆうき そねだ　たけし
Darts Bar JADE わし　よういちろう さかぐち　かつひこ
Darts Bar JADE たにがわ　まさのり こざき　まゆみ
Darts Bar Swan うえの　ひとみ みなみざき　ひろし

Darts Cafe & Bar BASE くましろ　たかひさ たがわ　りな
DARTS LIFE PLUS おかの　ひろのり かじつか　とむ
DARTS LIFE PLUS かわぐち　しずひこ りゅう　みさと

DARTS PARK OASIS いしばし　まこと まつおか　ゆきこ
DARTS PARK OASIS はとやま　けんじ かくかわ　けいじ
DARTS PARK OASIS みなみ　しずこ おざき　ちぐさ
DARTS PARK OASIS よどや　たかゆき くだら　あつし
DARTS PARK OASIS ひがしぐち　きみひろ きしうえ　しげひろ
DARTS PARK OASIS いけだ　まさなお もりおか　のぶあき
DARTS PARK OASIS むらた　ゆうや やまだ　こうへい

Darts Shop Balance Diner おおばやし　ようすけ かわの　ともか
DartsBar DROTIKI やまもと　つかさ ふじい　さきか
DartsBar DROTIKI いちはら　のぼる てらもと　ちえり
DartsBar DROTIKI おくはら　えいすけ たにぐち　あきひさ
DartsBar DROTIKI ふじい　あきひこ いけうち　こうへい
DartsBar DROTIKI ありた　ゆうき かしわぎ　りりか

Dining & Darts LaBit せん　ひでき いなやま　さとし
dining bar &day かわばた　ゆうだい ひがしだ　かずま
dining bar &day なかむら　けいすけ いけもと　さき

fabric garden おばら　にちか せがわ　かつひろ
fabric garden いしい　りょうたろう たなか　まさふみ
fabric garden まつもと　ちなつ たますみ　ももこ
fabric garden おおい　こうへい まつおか　りょうた
Felice Felice いしぐろ　まこと ふせ　みずほ
Felice Felice はまぐち　なおゆき すみだ　かおり
Felice Felice かねこ　たくと まんぽ　ゆうすけ
Felice Felice ちよだ　しんいち あおやま　あやき

FISH DINING＋BAR YUMEYA ほそかわ　わたる とよしま　だいち
FISH DINING＋BAR YUMEYA さかもと　よしお まつむら　せいや

FLY おの　ひでき しまづ　きら
FLY ひがしの　てつや いしづか　ようへい
glad まつなが　かずゆき もりた　あきひと
glad むらやま　れい さとう　ひろあき
glad やすい　かなこ むらやま　みか
glad あいぞの　ひでき もりた　まいか

Kitchin Plus CREAMSODA なるけ　しゅんすけ のぶおか　はなえ
Kitchin Plus CREAMSODA やすい　ゆうま ほうり　ゆうま

lien 京都 もりい　しげかず ながた　しゅういち
lien 京都 ひらやま　なるひこ ふじおか　りな
lien 京都 ふくしま　はるひさ しげやま　みさき
lien 京都 にしおか　つぐと きむら　ひなた

Lyme やました　かずま いのうえ　ともき
Lyme おばた　みな うえだ　ひとみ
Lyme ふじた　せいいち てらもと　めい
Lyme むらかみ　てつや ふくがわ　ゆうこ
Lyme こやま　こうだい こやま　まりな
Lyme ぜにや　なおひと くどう　まさよ
Lyme こたに　ともあき もはら　けんたろう
Lyme てらした　えいたろう たじま　そういちろう

max OSAKA 心斎橋 まつもと　せいじ なかの　ちひろ
max osaka 梅田店 いまさか　まさお さわさき　まこと



mix spot doll かげやま　よしゆき まつもと　さき
MIYABI やまもと　のぶひろ わたなべ　ゆうき
MIYABI くらと　りょう まつもと　いよ
MIYABI しのむら　くみ やの　かなみ
MIYABI まつもと　まさし こが　しょういち
MIYABI あさい　ひろと ふじもと　かずや

MOANAKAPU まえだ　よしひろ いとう　かな
MOANAKAPU ふくおか　やすひと もり　たくみ
MOANAKAPU たむら　ゆの たたみ　ただし

NEO ZEON'S BAR MBASE4 すみかわ　こうすけ みなみ　けんじ
NEO ZEON'S BAR MBASE4 いまにし　やすはる むらかみ　まきこ
NEO ZEON'S BAR MBASE4 さとう　ゆうた おおたき　みつひろ

One-G あさか　ゆうすけ わたなべ　なお
One-G とおづかや　さき さとみ　よしお

POOL & DARTS Pick Up 山科 しばた　まさのぶ わきさか　ゆうすけ
POOL & DARTS Pick Up 山科 いけだ　けんし いりふね　だいすけ

Shot Bar Benasuka しまだ　けいじ さかもと　はづき
Shot Bar CROSS ROAD いしづか　けん すすむ　ゆうこ
Shot Bar CROSS ROAD たかしま　りんたろう ささき　れお
Shot Bar CROSS ROAD あおき　じゅんこ わたなべ　りょうすけ
Shot Bar CROSS ROAD やの　ひろし まつだ　たくや
Shot Bar CROSS ROAD やまだ　かずき みつい　たかひろ
Shot Bar CROSS ROAD やまもと　くにやす まつだ　ともき

Siesta さわべ　けん いしだ　きよこ
Simulation Golf&Darts Gashicoun さかぐち　まさみち あだち　ゆうじ

Soul(s) Kyoto うえの　しんじ しもお　しゅんすけ
Soul(s) Kyoto まつたけ　ゆうた すぎもと　しゅう
Soul(s) Kyoto やまもと　ゆかり しんどう　まき
Soul(s) Kyoto いけだ　ゆういち かんだ　やすひろ
Soul(s) Kyoto なかがわ　ただし まつなみ　つとむ

ToN eighty たなか　いってつ はやま　しゅん
アミューズメントスペースRing りっきー しみず　まさあき

アルカンシェール にのみや　なると おおやま　なつこ
アルカンシェール ふくだ　けいすけ しばたに　ゆうすけ

カラオケZERO三木志染店 いけだ　しょうご やしま　たくみ
コミックバスター 名張店 つじ　あきひと ごとう　ひろき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 きしもと　まさあき いわばな　まさし
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 いずみち　おさみ おかもと　ひろなお
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 たむら　じゅんいち かどわき　ともみ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ひこさか　れい くぼ　せいいちろう
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 まつなが　ゆりえ とづか　たくみ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 たなか　ゆうま ふくだ　らいき

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 かどた　しんや いちむら　なつき
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 なかむら　まさる かんだ　まこと
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 すぎもと　まさゆき やまもと　れい
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 まつもと　みのる かわなみ　あや
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 つちはし　やすなり うらやま　あおい
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 さかい　こうすけ こまつ　あきら
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 おおはた　ゆうじろう むらせ　ひろあき
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 さいとう　まいこ さいとう　ゆうじ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 まつもと　かずひで おおさか　ゆうま
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 ちはや　よしき いない　りょうすけ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 いちもり　ちひろ やがた　まさてる
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 まつした　ゆうき ほんま　まこと
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 そめや　たかふみ かたおか　かずや
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 くぼ　ひろゆき やまぐち　たかし
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良 ひなが　ともまさ ワン　エビータ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 にしつじ　りょうすけ たはら　のぶひろ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 いわはら　まこと もんな　まさみつ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 ばば　ひろき ますもと　しょうき
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 くまみ　あやこ こうの　ななこ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良生駒 しんや　ゆうき かわぞえ　ゆうや
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent はまだ　たかし おく　ともみ
ﾀﾞｰﾂｶﾌｪﾊﾞｰ Innocent たかはし　あきお あべ　ようこ
ﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟR 梅田店 きたはら　なるき さいとう　みさき

ダーツバー　Aruka-Naika ためもと　たかし へんみ　あきひろ



ダーツバー　Aruka-Naika あずま　やすたか どい　やすひろ
ダーツバー　Aruka-Naika ながお　けいま くろさき　ゆうか
ダーツバー　Aruka-Naika しが　ゆきな たしろ　まこと

ブラボー やの　しょうた すずき　こうへい
ブルートレイン@25CAFE むらた　てるやす なかむら　そうし
ブルートレイン@25CAFE たちかわ　れい ふじかわ　しゅうさく
ブルートレイン@25CAFE くすもと　たけし しまと　ゆう

駄菓子屋バー ドロップ いなみ　けんた ふじわら　のりお
駄菓子屋バー ドロップ きん　けんう みなみ　えいじ
駄菓子屋バー ドロップ いのうえ　あかね すながわ　ひであき
駄菓子屋バー ドロップ とくやま　たくや かわた　ただし
駄菓子屋バー ドロップ とくやま　さおり はやし　けんじろう
駄菓子屋バー ドロップ はせがわ　けんと いしだ　ゆづき

忘我 十三店 もりもと　かずき あおた　みつほ
忘我 十三店 かまたに　ひでのり さかい　よしひろ
忘我 梅田店 まつだ　よしふみ なかむら　ともかず
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