
店舗名 プレイヤー名 店舗名 プレイヤー名

10 Fields Factory ほしの　みつまさ Funtazist@ みなみ　たつき

10 Fields Factory やち　たろう Funtazist@ いいづか　まこと

5's BAR みなかた　やすのぶ Funtazist@ もり　みつき

5's BAR こばやし　ひでのり Funtazist@ くらち　まさよ

5's BAR もりわき　だいすけ Funtazist@ ながお　かずひと

Ace club なかむら しゅんたろう Funtazist@ なかえ　あずみ

AVALON はまべ　ゆうた Funtazist@ ともひろ　ゆうき

AVALON しらはま　ともみ J'zクラブ ほりの　はじめ

AVALON ふじもり　ひろふみ J'zクラブ さいとう　ようすけ

AVALON あらき　ふみお M☆M はまだ　まなぶ

AVALON たまがわ　まさし M☆M なかた　ひであき

AVALON おかざき　あきら M☆M やの　ゆういちろう

AVALON かたやま　ちえ M☆M ささおか　しんせい

AVALON かわはら　けんた M☆M たけうち　とものり

AVALON いしざき　まもる M☆M やまぐち　ともひろ

AVALON はまべ　やすこ M☆M つつい　こうじ

Bar 141 たまい　えいじ M☆M おがさわら　じょうじ

Bar 141 ばんどう　かずひこ M☆M なかた　ゆめな

Bar 141 まつむら　みさと M☆M やまさき　しょうた

BAR&DINER Phi Phi ふるた　まさゆき M☆M やまぐち　ゆめと

BAR&DINER Phi Phi みやざき　けいじ M☆M にいだ　いさお

BAR&DINER Phi Phi たきむら　ともや M☆M おかざき　まなさ

BAR&DINER Phi Phi なかまる　よしのぶ max fukuyama とさ　だいき

BBカフェバー たばた　よしのり max fukuyama きんたか　まりえ

BBカフェバー ながれだ　しんじ max fukuyama おかざき　ゆうじ

Blaest たなか　ひでたか max fukuyama さとう　りく

Blaest しのだ　りゅうさく N2 ほそだ　あきひろ

Blaest こうぐち　しんいち N2 なかしま　ふみや

Blaest やまだ　ゆうた N2 なんかく　まもる

Blaest いけだ　たかし N2 いしおか　としき

Blaest やの　かつまさ N2 こうの　がいと

Blaest かわむら　さいか N2 おおつぼ　かずお

Blaest せの　しおり N2 もとじ　はじめ

Cafe Spray しらかわ　ひろあき N2 なかむら　かいき

Cafe Spray つきざわ　てるひこ N2 まつもと　ようせい

Cafe Spray くましろ　たくみ N2 おの　つよし

Darts Shop TiTO岡山 こおり　りょうた N2 うえまつ　ひでのり

Darts Shop TiTO岡山 しらかみ　ゆうた N2 みとま　なおなり

DragonBowZ なかむら　かずお 鏑　小倉店 やまだ　あきひろ

DragonBowZ いりかわ　ひろたか 鏑　小倉店 かさい　なるみ

Ein's やまさき　けいすけ
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店舗名 プレイヤー名 店舗名 プレイヤー名

trendy あらかわ　りき

trendy まえだ　としあき

trendy アレン　マイケル

trendy かいち　たかのり

trendy つのだ　ようへい

trendy おがわ　じん

WEBオオハ ケンタロウ おおは けんたろう

WEBオオハ ケンタロウ いしばし　まゆみ

WEBカサギ ショウヘイ かさぎしょうへい

WEBカサギ ショウヘイ ふじうら　たかゆき

WEBタニ シュウイチ たにしゅういち

WEBタニ シュウイチ わたなべ　だいき

ファンキータイム朝倉店 おさき　あきひと

ファンキータイム朝倉店 なかざわ　しゅういち

ブライトカーズカンパニー まなべ　りか

ブライトカーズカンパニー いのうえ　ゆうへい

ブライトカーズカンパニー こんどう　ゆうじ

ブライトカーズカンパニー すずま　たかみつ

ブライトカーズカンパニー たかはら　としゆき

ブライトカーズカンパニー まなべ　みさき

ブライトカーズカンパニー なす　みさと

ブライトカーズカンパニー おおはし　まろ

gran D line しまのうち　ゆうき

TRIPLE-A おかむら　ふゆと

TRIPLE-A なかや　ゆり
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店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

5's BAR みなかた　やすのぶ もりわき　だいすけ

5's BAR こばやし　ひでのり いわがき　しょうた

Ace club なかむら しゅんたろう ふるさわ たかひろ

AVALON はまべ　ゆうた おかざき　あきら

AVALON しらはま　ともみ かたやま　ちえ

AVALON ふじもり　ひろふみ かわはら　けんた

AVALON あらき　ふみお いしざき　まもる

AVALON たまがわ　まさし はまべ　やすこ

Bar 141 たまい　えいじ まつむら　みさと

Bar 141 ばんどう　かずひこ あさひ　りか

BAR&DINER Phi Phi ふるた　まさゆき みやざき　けいじ

BAR&DINER Phi Phi ふくなが　まこと あくたがわ　あけみ

BAR&DINER Phi Phi たきむら　ともや なかまる　よしのぶ

BBカフェバー たばた　よしのり ながれだ　しんじ

BBカフェバー おおば　しゅうへい まちだ　じゅりあ

BBカフェバー もりした　しゅうじ まきもと　えつこ

BBカフェバー もりよし だいすけ しらき ちさ

Blaest かわかみ　ゆうすけ にしぐち　しょうた

Blaest たなか　ひでたか にしぐち　なおこ

Blaest しのだ　りゅうさく いけだ　たかし

Blaest にしむら　ひろあき もとづ　あきひろ

Blaest こうぐち　しんいち たむら　あやか

Blaest しぎ　あきら やの　かつまさ

Blaest やまだ　ゆうた かわむら　さいか

Blaest よしだ　こういち ひらいわ　かな

Blaest すぎた　なおと せの　しおり

Cafe Spray しらかわ　ひろあき こはら　ゆうじ

Cafe Spray つきざわ　てるひこ くましろ　たくみ

Darts Shop TiTO岡山 こおり　りょうた しらかみ　ゆうた

DragonBowZ なかむら　かずお いりかわ　ひろたか

DragonBowZ うやま　けいすけ いで　ともみ

Ein's やまさき　けいすけ おおかわ　ひでとし

Ein's くせ　さやか ふるいち　ともひろ

Ein's ささき　はじめ めんでん　まさひろ

Funtazist@ みなみ　たつき くらち　まさよ

Funtazist@ いいづか　まこと ながお　かずひと

Funtazist@ もり　みつき なかえ　あずみ

Funtazist@ はせがわ　ひろし ともひろ　ゆうき

gran D line しまのうち　ゆうき たむら　いっせい

J'zクラブ ほりの　はじめ さいとう　ようすけ

受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)
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店舗名 プレイヤー1 プレイヤー2

M☆M はまだ　まなぶ なかた　ゆめな

M☆M なかた　ひであき やまさき　しょうた

M☆M やの　ゆういちろう やの　みよし

M☆M ささおか　しんせい やまぐち　ゆめと

M☆M たけうち　とものり なかやま　かずよし

M☆M やまぐち　ともひろ にいだ　いさお

M☆M つつい　こうじ おかざき　まなさ

M☆M おがさわら　じょうじ やなぎはら　まき

max fukuyama とさ　だいき さかぐち　ゆうや

max fukuyama きんたか　まりえ おがわ　ひろみ

max fukuyama おかざき　ゆうじ さとう　りく

max 広島本店 さかき　ゆうた やまもと　りょうき

N2 ほそだ　あきひろ もとじ　はじめ

N2 ほしの　みつまさ なかしま　ふみや

N2 なんかく　まもる まつもと　ようせい

N2 いしおか　としき おの　つよし

N2 こうの　がいと うえまつ　ひでのり

N2 おおつぼ　かずお みとま　なおなり

N2 やち　たろう なかむら　かいき

trendy あらかわ　りき かいち　たかのり

trendy まえだ　としあき つのだ　ようへい

trendy アレン　マイケル おがわ　じん

Vearth アミューズメントバー もくうち　しんじ やまだ　のぼる

Vearth アミューズメントバー なかがわ　ともみ よしなが　まい

Vearth アミューズメントバー みわ　まさあき おおや　みずき

Vearth アミューズメントバー はらうち　いっせい しんか　らんき

WEBオオハ ケンタロウ おおは けんたろう いしばし　まゆみ

WEBカサギ ショウヘイ かさぎしょうへい ふじうら　たかゆき

WEBタニ シュウイチ たにしゅういち わたなべ　だいき

ファンキータイム朝倉店 おさき　あきひと なかざわ　しゅういち

ブライトカーズカンパニー まなべ　りか まなべ　みさき

ブライトカーズカンパニー いのうえ　ゆうへい なす　みさと

ブライトカーズカンパニー こんどう　ゆうじ うじひら　まなみ

ブライトカーズカンパニー すずま　たかみつ まなべ　たくみ

ブライトカーズカンパニー たかはら　としゆき おおはし　まろ

鏑　小倉店 やまだ　あきひろ かさい　なるみ

TRIPLE-A おかむら　ふゆと なかや　ゆり
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店舗別ダブルス　エントリーリスト

受付　(9：00～9：40) 、　試合開始　(10：00～開会式終了後)


