
店舗 フリガナ フリガナ

☆夜ｶﾌｪ☆dimple マエダ　マコト ナカオカ　トモカ

☆夜ｶﾌｪ☆dimple フルカワ　タケヒロ ナカガワ　タクミ

3Peace スガムラ　ツヨシ タキガワ　シンペイ

3Peace ツツミ　ユウマ イマ　リョウスケ

3Peace オオワダ　モトナリ カワムラ　マナミ

3Peace モリタ　マサシ タニグチ　ツヨシ

3Peace イシダ　シュンヤ イザキ　ナギサ

ABsoooLute マツイ　ツバサ ツバキ　ヤスヒロ

ABsoooLute コイズミ　タカシ ナカムラ　フミコ

ABsoooLute オモ　セイタ イワモト　ハルナ

ABsoooLute ハリマ　マサヨシ キタモト　ユウミ

ABsoooLute タカガキ　アキラ ヨシイ　アヤコ

Ace club シモデ　ヨシカズ テラマエ　ハルナ

Ace club イシバシ　マコト シマオカ　カズヤ

Ace club ナカヤ　ヤスヒコ ヤマグチ　サチ

Ace club フクダ　シュンヤ モリオカ　ノブアキ

Balloon ニシダ　タカアキ コウノ　ムツミ

Balloon カヤキ　アイリ ホンダ　ヨシノリ

Balloon モリナガ　リョウジ カトウ　タクミ

Bar Bambi オガワ　ヤスシ タケウチ　カズキ

Bar Bambi ヤマダ　マサル ニシダ　ナオキ

Bar Bambi ミツムネ　キョウコ ヤマシタ　リョウイチ

BAR LHOG kitashinchi フユトウ　アツシ イナヤマ　サトシ

bar metro タニヤマ　シンゴ タウエ　タクト

bar metro スルガ　タクト ドイ　カズユキ

Bar Peace フクヤマ　キョウヘイ ハナバタ　ケイコ

Bar 酒家 フジモト　カズノリ タナカ　ヨシヒロ

Bee UMEDA ホンダ　マモル ホンダ　ジュンコ

Billiards&Darts Bar Break ユカワ　ヨシノリ ヤギ　チヒロ

Billiards&Darts Bar Break カトウ　ケン キムラ　マオ

Billiards&Darts Bar Break ミヤガワ　カズヤ アンザイ　マサユキ

Billiards&Darts Bar Break ミボロ　ツヨシ ハゼガワ　ミズキ

Billiards&Darts Bar Break ユキ　ケント イトウ　トモコ

BLACK HORSE ハガ　ワタル ワダ　アイ

BLACK HORSE ニイノウ　タクヤ マツオ　リョウマ

BLACK HORSE イマガワ　チカノリ テラモト　コウジ

BLACK HORSE ナカガワ　シンヤ ハセガワ　トモヨ

BLACK PEARL クリモト　セイヤ ナカタニ　タクミ

BLACK PEARL モリモト　マサシ ヤスムラ　コウ

BLACK PEARL セムラ　コウキ オオタ　サユリ
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BLACK PEARL ヌマ　ヨシヒト マツタニ　エリ

BLACK PEARL ニシヤマ　ユウスケ キクチ　ヒロキ

BLACK PEARL ウラ　ヨウヘイ ナカニシ　カズミ

BLACK PEARL ネゴロ　タカヒロ ナカオ　マイコ

BLACK PEARL ハセガワ　キハチ フジワラ　ヒロキ

BLACK PEARL トマリ　ヒデヨシ オガワ　ナオキ

BLACK PEARL マエダ　ユウキ ナカタニ　ハルカ

BLACK PEARL アズマ　サチキ マヤモト　マリナ

BLACK PEARL キヨイ　ヒロシ ミヤモト　ヒロム

BLOW OUT イシムラ　マモル マトバ　チエリ

Boon ミヤモト　ナオ マツシタ　ナオ

Boon セキベ　マナブ ニシダ　シゲアキ

CAFE & BAR Libre's ナガサキ　テツヤ コダマ　サヤカ

CAFE & BAR Libre's サトウ　コウジ ノムラ　ミズキ

CAFE & BAR Libre's マエカワ　シンゴ タツミ　シンゴ

CAFE & BAR Libre's イケダ　リョウヘイ アイサカ　ハルカ

Cafe Bar Fine オオシロ　マサキ マツナガ　カズユキ

Cafe&Bar TOPGUN ヤマダ　リュウヤ ヤノ　ショウマ

Cafe&Bar TOPGUN トリマル　タダユキ ギボ　アスカ

Cafe&Bar TOPGUN ヨコヤマ　クミ ハヤシ　モモカ

Cafe&Bar TOPGUN スギタ　カズマサ ナカタニ　カズテル

Cafe&Bar TOPGUN オクタニ　タカユキ ナカヤマ　ヒロユキ

Cafe&Bar TOPGUN タニ　ユウヤ ウエゾノ　タダアツ

Cafe&Bar TOPGUN ハヤシ　ユウタ ムラタ　ノブヒコ

Cafe&Bar TOPGUN アサダ　ヨシキ フジタ　ヒロユキ

Cafe&Bar TOPGUN ナガヨ　リュウジロウ オカダ　アキコ

Cafe&Bar TOPGUN ヨシダ　ケンジ オカ　ヨシヒロ

Cafe&Bar TOPGUN アオキ　エコノ ヨネタニ　イオリ

Cafe&Bar TOPGUN スギモト　ノゾミ アサノ　アツコ

Cafe&Bar TOPGUN コウノ　サトコ ノグチ　コウダイ

CINQ ナカイ　タイガ トヨダ　ユウイチ

CINQ オオシマ　フミヒサ ナカ　マサル

CINQ ダンバヤシ　ヒロキ カミムラ　シュンヤ

CINQ ヤスダ　シュンスケ ヨコミネ　アイ

class オオタ　カズフミ ヨシオカ　チナツ

class フクナガ　ユウト ツネカ　ユキ

class タナカ　イッテツ ナカネ　ユズカ

class フジワラ　ケイスケ オオムラ　マイ

class フジノイ　アキラ カムラ　チエ

class ササクラ　カズト ミヤガワ　ジュン
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CLOUD フクダ　セイヤ ナカムラ　ミキオ

CLOUD モンジ　タクヤ クリモト　カズキ

CREAM　SODA オオイ　シンヤ ミズバヤシ　アコ

CREAM　SODA イタミ　ミキト モリ　サチヨ

cross オオツキ　モモコ ナカノ　コウキ

cross ミズタ　マサヒコ ミズタ　ミツエ

cross サイキ　ケイスケ ニシカワ　ヒロコ

cross ホシノ　ミツマサ タニダ　タカオ

cross コイカワ　ジュンヤ カメサキ　マサヒロ

cross イクタ　ユリア ショウジ　ヒロキ

cross マナベ　ヨシキ マナベ　マリエ

cross サカモト　ナナコ マツオカ　タカシ

cross イトウ　ヒトミ ハルナ　ユウコ

cross サカモト　テツジ アンドウ　ナオヤ

cross ノムラ　マサシ フジタ　コウゾウ

cross ナカタニ　シンゴ カメサキ　カイト

cross ナカタニ　カンナ ニッタ　イサコ

cross タカサゴ　モトハル マツ　リュウイチ

cross クニカタ　リョウ タカツジ　カズヒロ

cross イノウエ　ミク

cross トウザワ　ケン

D-MAX ナカシマ　ショウ ヒメノ　リョウタ

D-MAX ツル　トシジ ミヤタ　サキ

Darts Bar BLACK イトウ　シンジ オオムラ　シンイチ

Darts Bar Esordio マエダ　ヨシヒロ イトウ　カナ

Darts Bar Esordio クロダ　コウイチロウ カタヤマ　ユウ

Darts Bar Esordio ツジモト　ユウゴ キノシタ　ケイタ

Darts Bar JADE タケ　タツヒロ アダチ　カオリ

Darts Bar JADE ナカムラ　マコト ハヤシ　カナ

Darts Bar JADE アミジマ　ヒロミチ ムラカミ　カナ

Darts Bar JADE ツジ　ハルカ トウゴウ　タカミツ

Darts Bar JADE モリモト　リキ ミサワ　ユウジ

Darts Bar JADE マツタニ　ヨシヒサ マシオ　タダオ

Darts Bar JADE シミズ　ケンタ サガワ　メイヤ

Darts Bar JADE フジモト　カズユキ シノムラ　クミ

DARTS BAR YAMATO タダノブ　ダイチ キヨトウ　トモミ

DARTS BAR YAMATO キヨトウ　リュウイチ サカ　マサユキ

DARTS BAR YAMATO ムライ　ヒロアキ ミツハシ　チエコ

DARTS BAR YAMATO オオクボ　タケヤス イワイ　チエ

Darts Cafe & Bar BASE コウザキ　ヨシヒデ ナカモト　マサノリ
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Darts Cafe & Bar BASE ニシ　マサキ カワバタ　ユウダイ

Darts Shop Balance Diner ヤマモト　リエ コヤナギ　サオリ

Darts Shop Balance Diner ヒガシグチ　キミヒロ マツモト　カズヤ

Darts Shop Balance Diner マツオカ ユキコ トリタ　ミナ

Darts Shop Balance Diner オオバヤシ　ヨウスケ モリオカ　ヤスコ

Darts Shop Balance Diner クボ　ユウキ イトウ　ユウコ

Darts Shop Balance Diner ヨシオカ　ケンゴ ヤギュウ　アオイ

Darts Shop TiTO京都 イトウ　タカキ タニグチ　イッペイ

Darts Shop TiTO京都 カネコ　タクト マエダ　ナギサ

DartsBar DROTIKI モリ　タクヘイ フジイ　サキカ

DartsBar DROTIKI オオノ　リョウヘイ テラモト　チエリ

DartsBar DROTIKI マツヤマ　タケシ タニグチ　アキヒサ

Dining Kitchen Dann コンドウ　ヒサヨシ フジイ　ワタル

Dining Kitchen Dann クスシマ　チナ タニモト　ヒデアキ

Dining Kitchen Dann ナカムラ　タロウ アキヤマ　メグミ

DON2KI ササキ　ヨウ コニシ　コウジ

DON2KI ムラタ　ヨシエ モモイ　シンジ

DON2KI ハッタンダ　マサヒコ ナカタニ　ケンタ

DON2KI ナカジマ　マサキ オハラ　ヒロキ

E☆Star サカイ　マミ ヤギ　マユミ

E☆Star コジマ　ジュンイチロウ ホシモト　ノリカズ

Food+Darts Bar BULL クロカワ　トモナリ エノマタ　シンゴ

International　Café&Bar M ニシダ　シンヤ サカタ　マサシ

International　Café&Bar M ゴトウ　エイイチロウ ナカバヤシ　カズキ

International　Café&Bar M アキヤマ　ミクリ ナガイ　ダイキ

International　Café&Bar M サカタ　カイト ムラタ　コウスケ

JOKER DRIVER Gallery ZETASE タムラ　ナオ ヤマグチ　シゲオ

KAM'S KYOTO ナカノ　ショウタ ミヤウチ　ケンジ

Kitchen&Darts Dict ウチダ　シンジ オオグチ　シュンペイ

Kitchen&Darts Dict マエダ　ヒデオ ミフネ　マサユキ

Kitchen&Darts Dict コイワ　シンノスケ ツダ　リエコ

LAGUNA タニグチ　アズサ フクシマ　ハルヒサ

LAGUNA マツオ　タクミ アダチ　ミサキ

LAGUNA ユヤマ　シュンジ ヒロモリ　マコト

lien 京都 ヒラヤマ　ナルヒコ ハヤナガ　アサミ

lien 京都 モリタ　ナオキ エンドウ　ユウキ

lien 京都 ハシムラ　ヨシユキ ハシムラ　タカノブ

lien 京都 ツジ　ジュンペイ ツガワ　シゲヨシ

lien 京都 アダチ　タツキ イトウ　アヤカ

lien 京都 クシロ　アヤ ハシムラ　ミサコ
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LOCHE コンドウ　タクヤ タカツカ　ノリカズ

max OSAKA ミヤナガ　タカヒロ イシイ　ノブユキ

MELANGE ササキ　ヒロシ クシノ　マミ

MELANGE シゲツラ　ケン カガ　カツヤ

MELANGE エグチ　ヒトミ カワグチ　トシヤ

MOANAKAPU スズキ　ミクル ヤマグチ　ユリコ

Mon Reve メカタ　カズヒサ キムラ　リョウジ

Mon Reve オオクボ　アキラ アベ　ヤスハル

Mon Reve シバタ　ヨシアキ オオクボ　サキ

ONE PIECE 黒川店 オカド　リョウタ シライ　ヒロアキ

Pit Bull ヒエダ　ユウタ クリオ　ミナミ

Pit Bull イワサキ　シンヤ ホリベ　サヤカ

Pool & Darts Eddie Nishinomiya ヤマサキ　ワタル オオイ　タカシ

Pool&Darts IL ムラカミ　マサユキ タカハシ　ユタカ

Question オオウラ　カズヤ モリ　タクヤ

Question コバヤシ　ユウキ スエザキ　ナオコ

Question ヒサナガ　チカラ ワタナベ　ヒロノブ

R's plus+ マツモト　タイヘイ フジサキ　ヒロミ

R's plus+ イケダ　ダイスケ タカハシ　ヒロフミ

Shelty オギノ　タカシ ヒラヤマ　ヨウスケ

Siesta イノウエ　ユウキ アリタ　ナツミ

Siesta ニシダ　タケシ ヨシオカ　タカシ

Siesta ヤマシタ　ナツキ シバタ　マサノブ

Siesta アリタ　マコト テラシタ　シンゴ

Siesta セキ　ユウト スミダ　シホ

Soul(s) Kyoto マツウラ　カズマ ゴウ　レイホウ

Soul(s) Kyoto タイラ　タイホウ マルオカ　トモキ

Soul(s) Kyoto ナカゴシ　タクヤ ムカイ　ユリ

Soul(s) Kyoto ナカニシ　セイジ シモオ　シュンスケ

Soul(s) Kyoto アベ　ヒロユキ ニシダ　リョウスケ

Soul(s) Kyoto ヤマモト　ジュン ムラカミ　トモヒサ

Spicy Heart アダチ　イッペイ マツムラ　カスミ

Spring ワタナベ　コウキ マツイ　リョウタ

Spring サカモト　ミホ ニシミヤ　サキ

Tiara サイトウ　マサカズ ナカシマ　ショウゴ

Tiara イイオ　ダイスケ イデ　トヨシロ

Tiara タハラ　ヒロユキ オダ　シゲル

ToN eighty カワモト　コウスケ ダン　アズミ

ToN eighty ヤマタニ　カエデ マツイ　マホ

ToN eighty ナカノ　ユウヘイ イシカワ　ユウゾウ
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カフェ＆バーLei ヤスツネ　タカヒロ ミワ　タイセイ

カラオケZERO三木志染店 ヤシマ　タクミ ヤマサキ　コウサク

カラオケZERO三木志染店 スギモト　ユウカ ニシハナ　セイイチ

カラオケZERO三木志染店 タバタ　トシヒロ カサギ　ヨシタカ

クアトロ No.4 フジノ　リョウタ マツキ　クニアキ

クアトロ No.4 カワサキ　マサヨシ カワムラ　エイタ

クアトロ No.4 ヤマオカ　カズキ ウエダ　ヒロフミ

零 ウシジマ　ゴウキ ナカホリ　タクミ

零 カケハシ　レナ ヨシムラ　ナオ

零 ミヤモト　ケンイチ ミヤモト　ユウヤ

創作中華ダイニングバー　koto-na オオヒガシ　リョウ オオヒガシ　レン

創作中華ダイニングバー　koto-na カワニシ　ユウイチ ツムラ　リョウスケ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 フルカワ　ヒサシ ワタナベ　ダイキ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 マキノ　ユウ ナガイ　タツノスケ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 タイ　ジュンイチ ヨシノ　イチゴ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 オオスミ　キヨミ イハラ　マモル

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 タナカ　ユウマ キシモト　マサアキ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 フジワラ　テツヤ クマシロ　タカヒサ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ハギ　タイソン ワダ　ヤスノリ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ヒダカ　ダイスケ ニシムラ　ジュンペイ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 イグチ　カズシ カドワキ　トモミ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ京都 ナカムラ　ヨシヒコ サカキ　シンノスケ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 カワグチ　シズヒコ ダテ　ヒロム

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 ニシミヤ　ユウキ クリヤマ　ヒロキ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 ナカヤマ　ショウタ ナカムラ　マサル

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 イワミ　ヒサト オオタ　アイリ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 ドイ　ノブト カンダ　マコト

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 ナガタキ　ヒロキ スギモト　マサユキ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ心斎橋 ミヤザワ　タケシ シラヤナギ　ダイスケ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 カトウ　ダイスケ ツダ　マサシ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 ニシイ　マサヒロ ワクガワ　サヤカ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 ユカワ　フミアキ イシマル　タツヤ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ西宮 マツモト　イツカ ササキ　ユキナ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 イナイ　ユウジ ナカタ　ユウヤ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 ヤマモト　マサユキ カタブチ　メグミ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 ヤマダ　タケヒロ カタブチ　シンゴ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 オカザキ　マサヒロ ユズキ　アツシ

ﾀﾞｰﾂｶﾌｪｶﾞｰﾃﾞﾝ奈良三条 イナイ　リョウスケ タカダ　ケイスケ

ダーツ&ダイニング524 ヤマモト　ジュンヤ オオタ　レイナ

ダーツ&ダイニング524 コタニ　トモアキ モリモト　マサトモ
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ダーツ&ダイニング524 フジイ　マサシ ナベヤマ　ユウジロウ

ダーツ&ダイニング524 フジタ　セイイチ オバタ　ミナ

ダーツ&ダイニング524 ナカイ　シンヤ テラモト　メイ

ダーツ&ダイニング524 ニマタ　リン ヒロセ　セイヤ

ダーツカフェ＆バー　chou chou ミヨシ　タツキ マツザキ　カツヤ

ダーツカフェ＆バー　chou chou イマフク　ナリフミ スチ　カズホ

チーム　ぷくぷく ゴチョウ　エリナ ナス　ユタカ

豊中　風 カタオカ　アキラ ウエガキ　セイタ

生音　恋意帰屋 ヤマモト　カツヤ オク　ヒロシ

生音　恋意帰屋 イワサキ　コウジ ナカモト　コノミ

ふぁみりぃばぁポラリス ナカガキ　タカシ シバ　トモヒサ

ふぁみりぃばぁポラリス ニイザワ　ジュンヤ セド　エリカ

ふぁみりぃばぁポラリス クダラ　アツシ セド　ヒロミツ

ふぁみりぃばぁポラリス タマザクラ　ヒロシ ニシ　アユミ

ブルートレイン@25CAFE キタムラ　ハルキ ムラタ　テルヤス

ブルートレイン@25CAFE タチカワ　レイ タナカ　サヤ

ブルートレイン@25CAFE オガワ　アキヒト ミヤモト　ヒイロ

ブルートレイン@25CAFE ササ　ヒロキ ウエノ　ヒロキ

雅　second stage マツモト　マサシ アナミ　カツヒロ

雅　second stage オオハマ　ショウジ オオデ　ユキ

雅　second stage ヤマオカ　ヒデキ サカモト　ケンイチ

雅　second stage セン　ヒデキ ワタナベ　ユウキ

ミューズクラブ宇治店 キシモト　ヨシフミ チャハラ　セイジ

ミューズクラブ宇治店 キシモト　カオリ ミヤコ　ハルミ

ミューズクラブ宇治店 タナカ　コウタロウ タケダ　タダシ

忘我　東大阪店 ホリモト　ユウヤ フクダ　マナ

北新地Bar B-TRIP アサカ　ユウスケ クラマツ　アスカ


