
エントリー店舗 フリガナ フリガナ

10FF ホシノ　ミツマサ タニダ　タカオ

10FF ウメダ　シンジ マツナガ　カズユキ

Caf e&Bar  TOPGUN ナカタニ　カズテル スギタ　カズマサ

Dar t s Caf e & Bar  BASE クマシロ　タカヒサ カン　ユウヤ

Caf e&Bar  TOPGUN ヤマモト　コウヘイ ハヤシ　ユウタ

Darts House Reve ナカイ　リョウ タカヤマ　シュンタ

BLACK PEARL トマリ　ヒデヨシ セムラ　コウキ

Caf e&Bar  TOPGUN ウエゾノ　タダアツ タニ　ユウヤ

Caf e&Bar  TOPGUN ハシヅメ　ユウキ トリマル　タダユキ

Dar t s Bar  JADE ナカムラ　マコト ナガヨ　リュウジロウ

kitchen&Darts 疾風 イシモト　ヒロアキ ヤマサキ　タツヤ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良生駒 コウノ　ハジメ マツモト　マサト

DARTS&BI LLI ARD NI NE ヒグチ　ユキヒコ イトウ　ユウギ

POOLS CLASSIC ヤマサキ　トモヒコ サカイ　ヨシタカ

Bal l oon イシイ　ノブユキ ハラダ　トモミ

BLACK PEARL キヨイ　ヒロシ ワタセ　ユズル

DARTSLIVE OPEN 2016 WAKAYAMA

レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL MAX】 受付時間　9：00～　開始時間（予定）　10：00頃



エントリー店舗 フリガナ フリガナ

POOLS CLASSIC タカヤス　タスク イケミヤ　リョウ

Ace cl ub テラマエ　ハルナ ミヤナガ　タカヒロ

DARTS PARK OASIS イシバシ　マコト ミタニ　タダシ

DARTS PARK OASIS フクダ　シュンヤ キシウエ　シゲヒロ

Cafe&Bar Kings Cross タツカワ　ユウ タケダ　タクミ

Dar t s Caf e & Bar  BASE オオシマ　シンジ イノウエ　タツヤ

DARTS LI FE PLUS ナカムラ　ユウダイ クドウ　ミツオ

DARTS&BI LLI ARD NI NE サカイ　ナオキ マルヤマ　ヨシヤ

neel Bar オオニシ　ジュン イワドウ　カズヤ

Caf é&Bar  Ku-Lu カネダ　モリヒロ ヤマダ　マサル

Caf é&Bar  Ku-Lu フジモト　カズユキ シノムラ　クミ

10FF イクタ　ユリア トクノウ　マサヒコ

Caf é&Bar  Shi ne オノ　ヒデキ ヒラオカ　ヒロスケ

Caf e&Bar  TOPGUN ヨシダ　ケンジ ヨネタニ　イオリ

kitchen&Darts 疾風 イマナカ　ケイスケ ハク　ヒデキ

和やかふぇ こころひとつ オオタケ　サトシ タカギ　サオリ

DARTSLIVE OPEN 2016 WAKAYAMA

レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 6】 受付時間　9：00～　開始時間（予定）　10：00頃



エントリー店舗 フリガナ フリガナ

BLACK PEARL ネゴウ　タカヒロ ニシヤマ　ユウスケ

Caf e&Bar  TOPGUN アオキ　エコノ ハヤシ　モモカ

Dar t s Caf e & Bar  BASE スズキ　アキヒロ ホンダ　ユウキ

DARTS&BI LLI ARD NI NE シコネ　ショウマ マツオカ　ジン

DARTS&BI LLI ARD NI NE ヒナワ　アイ キタウラ　ユツキ

喫茶みずほ マツダ　ヨシフミ ナカムラ　トモカズ

BLACK PEARL マエダ　ユウキ ナカタニ　ハルカ

BLACK PEARL イナガキ　タカノブ オガワ　ナオキ

Caf e&Bar  TOPGUN オカダ　アキコ シャバナ　ソウイチ

Dar t s Caf e & Bar  BASE コウザキ　ヨシヒデ ミヤモト　ショウヘイ

Dar t s Caf e & Bar  BASE イワモト　シンケン デノ　マサオ

DARTS&BI LLI ARD NI NE イノウエ　リョウジ イノウエ　アツト

Kitchen&Cafe Boco シバ　コウスケ ヨシダ　ユウハ

Kitchen&Cafe Boco イシタニ　サトシ ナカオ　ユカ

kitchen&Darts 疾風 ナカニシ　シン イクタ　ルミ

BLACK PEARL キクチ　ヒロキ ヤスムラ　コウ

DARTSLIVE OPEN 2016 WAKAYAMA

レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 5】 受付時間　9：00～　開始時間（予定）　10：00頃



エントリー店舗 フリガナ フリガナ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良生駒 キヨナガ　ユウ ホンマ　マコト

ANTZ大阪心斎橋 アサカ　ユウスケ タツミ　サキ

Dar t s Caf e & Bar  BASE イワサキ　コウジ ナカタ　リキ

忘我 東大阪店 シラヤマ　ヨシカズ ナカムラ　タカユキ

忘我 東大阪店 マキノ　コウジ ワキタ　ミキ

Bal l oon イシヅカ　イッペイ オオタニ　シンヤ

Darts & Bar Falcon タカハシ　ケイ イケダ　ショウ

DARTS LI FE PLUS オカノ　ヒロノリ タシロ　コウイチ

ほろ よい Dar t s Bar  Al ways ヤノ　カズタカ ワタナベ　ヨシコ

BLACK PEARL ウラ　ヨウヘイ ミヤモト　ヒロユキ

BLACK PEARL テラウチ　シンスケ ナカノ　ヨウヘイ

Ki t chen&Dar t s Di ct マツワカ　ダイスケ ヒラノ　ショウコ

kitchen&Darts 疾風 クロカワ　ケイイチ キンジョウ　クミコ

Prim rose フジスエ　ユウジ トヨモト　ユウスケ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ心斎橋 ナカヤマ　ショウタ アサウミ　タク

Ace cl ub ヤマグチ　サチ イドモト　コウジ

BLACK PEARL エノモト　タツヤ アズマ　サチキ

Dar t s Caf e & Bar  BASE ヨシカワ　タケシ ミサキ　リョウ

DartsShop R 長堀橋店 ウエノ　タカヒデ ムライ　ツバサ

POOLS CLASSIC タケガワ　カズナリ キムラ　シゲキ

West Hawk イノウエ　ヨシユキ タカハシ　ヒカル

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ心斎橋 カンダ　マコト ナカムラ　マサル

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良三条 イナイ　ユウジ トウマエ　シズカ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良生駒 サカタ　ケイ タカサキ　アツシ

ダーツバー　Aruka-Naika タシロ　マコト ミナカタ　ヤスノブ

BLACK PEARL クリモト　セイヤ ナカニシ　カスミ

Dar t s & Bi l l i ar d f l oor  Pi ck UP イワサキ　ヒロユキ ツノダ　リク

DARTS&BI LLI ARD NI NE ハマダ　タケル ダケノ　ジュン

max osaka 梅田店 コバヤシ　トモヤ イシダ　リエ

ビリヤード&ダーツ　オーシャンドリーム ヨシムラ　ユウヤ ウワス　ショウタ

【LEVEL 4】 受付時間　9：00～　開始時間（予定）　10：00頃

DARTSLIVE OPEN 2016 WAKAYAMA

レベル別ダブルス　エントリーリスト



エントリー店舗 フリガナ フリガナ

Ace cl ub フナハシ　タカミツ ツゲ　カツキ

BLACK PEARL ヌマ　ヨシヒト ハシモト　ショウヘイ

BLACK PEARL アシタニ　カズキ カワシマ　ユウキ

DARTS&BI LLI ARD NI NE マツオカ　アスカ マツオカ　マミコ

West Hawk サノ　ナオキ マツオカ　ケイスケ

DARTS&BI LLI ARD NI NE タダ　マサミツ モリモト　マサノブ

Bar  Bambi ニシダ　ナオキ オガワ　ヤスシ

BLACK PEARL モリモト　マサシ マツタニ　エリ

BLACK PEARL マツヤマ　トモフミ オカモト　サキ

BLACK PEARL エノモト　マヤ ヤマモト　マリナ

BLACK PEARL ハセガワ　キハチ フジワラ　ヒロキ

DARTS LI FE PLUS セキナダ　ユキハル ホリバ　サトシ

DARTS&BI LLI ARD NI NE フナヤマ　ミノル サハラ　リサ

DARTS&BI LLI ARD NI NE ムラタ　イッペイ イイホシ　ユウト

DartsShop R 長堀橋店 サコン　トモヒコ ウチムラ　ヤスフミ

neel Bar スガヌマタ　タツノリ ニシムラ　トシヒコ

POOLS CLASSIC タカオカ　ユウマ タカハシ　ショウコ

BLACK PEARL カサマツ　ヒロアキ ヤスカワ　ミキ

Caf é&Bar  Shi ne ツツイ　アキミツ シラサワ　ダイスケ

Dar t s Caf e & Bar  BASE シオザキ　ユウマ カワバタ　ユウダイ

Dar t s Caf e & Bar  BASE ツジ　アキヒロ イエタカ　ヨシヒロ

Dar t s Caf e & Bar  BASE マスダ　サトシ カツラギ　イツキ

Kitchen&Cafe Boco オオハタ　タケシ キタノ　ユウガ

Cafe&Bar Kings Cross アサノ　ショウタ ヤマガミ　タクト

POOLS CLASSIC ヤスノ　トシエ タケガワ　ミチヨ

ダーツ・ ビリ ヤード カ フ ェ 奈良天理 ムラタ　ケンジ ソメヤ　タカフミ

ダーツ・ ビリ ヤード カ フ ェ 奈良天理 ニシカワ　タイヘイ カマクラ　ナツミ

恋意帰屋 イワサキ　コウジ シオタニ　トモアキ

ダーツ・ ビリ ヤード カ フ ェ 奈良天理 トクダ　レオナ オオカワ　ゴロウ

BAR HAPPY BI RTHDAY ツジ　ユウイチ ナカノ　マサヒト

BAR HAPPY BI RTHDAY ウメタニ　ユウジ イチミョウ　アラタ

BLACK PEARL モリ　リュウジ ナカオ　マイコ

DARTSLIVE OPEN 2016 WAKAYAMA

レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 3】 受付時間　9：00～　開始時間（予定）　10：00頃



エントリー店舗 フリガナ フリガナ

Dar t s Bar  JADE ホソタニ　ジュンヤ モリ　ショウゴ

Dar t s Caf e & Bar  BASE サトウ　ヨウスケ サトウ　ヒトミ

DARTS&BI LLI ARD NI NE ニシムラ　トモヒコ ニシムラ　ユキ

DARTS&BI LLI ARD NI NE ニシノ　コウヘイ クロキ　マイ

Ki t chen&Dar t s Di ct タキモト　エイジ ホソノ　メグミ

POOLS CLASSIC タニグチ　ゲンキ ツジ　ユカコ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良三条 クロオ　トモヤ コマキ　ヒロカズ

ダーツバー　Aruka-Naika ウエムラ　ダイジロウ フジタ　ユウスケ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良三条 エノモト　カズミチ ヤマモト　マサユキ

ダーツバー　Aruka-Naika ナカグチ　ハルキ ナカキタ　リュウ

Dar t s Caf e & Bar  BASE ニシ　マサキ シミズ　マドカ

Dar t s Caf e & Bar  BASE ナカモト　マサノリ テラマエ　ユウスケ

Ki t chen&Dar t s Di ct コイワ　シンペイ マエダ　ヒデオ

kitchen&Darts 疾風 クレミヤ　エイイチ ニシウラ　キエ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良三条 キタウラ　ヒロコ マツオカ　リョウヘイ

ダーツ・ ビリ ヤード カ フ ェ 奈良天理 キモト　ケンゴ カタオカ　カズヤ

Cafe&Bar Kings Cross イワタ　ユウヤ シバタ　ミノル

BAR HAPPY BI RTHDAY タナカ　イオト イノウエ　ナオヤ

BLACK PEARL キムラ　サチコ オガワ　ミスズ

BLACK PEARL タバタ　ユウマ イワサキ　ヒロキ

DARTS&BI LLI ARD NI NE オクダ　トモアキ キタ　ノリヒロ

恋意帰屋 オク　ヒロシ ナカモト　コノミ

DARTS&BI LLI ARD NI NE ナカモト　ミドリ キシ　マリナ

I'll be bar Garage オオツ　ユキノリ オオツ　ヨウコ

ダーツバー　Aruka-Naika クリモト　ナオキ ミヤタ　ユウキ

BAR HAPPY BI RTHDAY フクマル　ヒロキ トクラ　マイコ

Bar  潤る カワモト　ナオヒロ ヒロヤマ　コウタ

DARTS PARK OASIS マツオカ　ユキコ ヒロセ　モトユキ

DARTS&BI LLI ARD NI NE フジタ　リョウタロウ カ メ イ 　 マド カ

Ni ght  Sapur ai zu ミヤザキ　ツヨシ シンドウ　ヤスノブ

Ki t chen&Dar t s Di ct ツダ　リエコ マツダ　ヒロカズ

ダーツバー　Aruka-Naika サカウエ　ショウタ シマ　フウタ

DARTSLIVE OPEN 2016 WAKAYAMA

レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 2】 受付時間　12：00～　開始時間（予定）　13：00頃



エントリー店舗 フリガナ フリガナ

ＡＺ’ＢＡＲ スヤマ　ユウスケ アズマ　ヤスタカ

BAR HAPPY BI RTHDAY キタニシ　ツヨシ ナカツカサ　アキラ

Caf e&Bar  TOPGUN ハヤシ　カナ ナカヤマ　ヒロユキ

Caf é&Bar  Shi ne オオヒラ　マドカ ナカガワ　マホ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良三条 イマムラ　ヨシユキ ハセガワ　ケンジ

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良三条 フジタ　トモユキ サカタ　テルノリ

ダーツ・ ビリ ヤード カ フ ェ 奈良天理 コオシ　タケヒロ オガワ　ユイ

DARTS&BI LLI ARD NI NE ハンドウ　ケイ コジマ　ホシト

ﾀﾞ ﾂーｶﾌｪｶﾞ ﾃー゙ ﾝ奈良三条 キムラ　ナオキ タツミ　シンジ

cr oss オンダ　キヨカズ ニッタ　イサコ

DARTS LI FE PLUS キタジ　ヒロキ マスイ　ミカ

ダーツバー　Aruka-Naika タメモト　タカシ フカザワ　ミズキ

ＡＺ’ＢＡＲ ニシウラ　エリナ シガ　ユキナ

ダーツバー　Aruka-Naika ヘンミ　アキヒロ スズキ　ユヅキ

ダーツバー　Aruka-Naika トミタ　フミトシ カワマツ　クニヒサ

ダーツバー　Aruka-Naika ヒガシウエ　キョウコ クロサキ　ユウカ

DARTSLIVE OPEN 2016 WAKAYAMA

レベル別ダブルス　エントリーリスト

【LEVEL 1】 受付時間　12：00～　開始時間（予定）　13：00頃
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