
店舗名 チーム名 都道府県ブロックP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

40 Ｗild Heart 狂心組 神奈川 1 武田 淳史 高橋 和紀 元吉 利明 清水 渡 渋谷 亮太 平間 貴之 花香 圭宏 矢野 晃輔

41 Ｗild Heart ワイルドハート 神奈川 1 武藤  幹雄 山内  崇啓 清水  舞友 俵 正樹 菅原 一 田川 透 金子 英樹

30 UP赤羽　 Red Wing Joined 埼玉 1 長谷　啓史 鈴木　義規 上谷　陸 石井　貴悠 吉田　弦 進藤　拓也

34 スペース遊 すぺーす遊 埼玉 3 濱野　隆弘 泉　智人 古谷　龍一 小林　寿一

24 bloom 所沢一家@bloom 埼玉 6 金子　幸代 茶畑　文章 丸山　厚 高橋　章 森田　葉奈子

22 AUTOBOY Motorcycle&Darts Team AUTOBOY 千葉 1 広瀬　貴久 新城　雅浩 村上　嘉則 安達　直記 五島　昭久 熊谷　美希

23 AUTOBOY Motorcycle&Darts なでしこAB'ｓ 千葉 1 安達　美奈子 村上　未来 高橋　成美 五島　弥生 金剛寺　愛 内山　静香

28 PIZZA&Sportsbar VIVO  津田沼人 千葉 2 橋本　直弥 中武　優雅 藤沼　一幸 三橋　正樹

42 キャノンボール鎌ケ谷 crafters 千葉 3 エグチ ユウジ エグチ アヤコ ノグチ キヨカツ バギオ ユウキ イシイ ジョウイチロウ

11 バンガラング BanGaRanG SQUAD 千葉 9 鶴岡　宏昭 片岡　佳祐 吉田　剛 中林　航治 石井　光男 佐野　誠也 鶴岡　麻人 濱田　康代

31 UP市ヶ谷 テキーラらいおん 東京都 2 西在家　崇 伊藤　千秋 六名　優介 鬼原　拓也 柴田　恭平 元木　祐介

33 UP上野 ジェムソン1杯 東京都 3 佐多　純市 田中　田都也 古海　洋翔 湯本　拓馬 外舘　美幸

18 3Peace新堀 3Peace 東京都 4 齋藤　涼太 畠山　和巳 七木田　大地 扇本　翔太 萩原　明宏 谷内　千那実

29 STRIKE 乱痴気 東京都 4 大沼　謙文 藤原　浩太 前沢　綾花 永崎　隆太郎

27 Hill's Bar Hills 狂戦士 東京都 5 吉江　一将 堤　駿介 橋本　賢 吉田　英司 鹿又　皓多 加藤　凌

36 B－FLATT　南行徳 South B FRESH 東京都 7 佐々木　輔 鐘江　拓郎 金丸　智 稲葉　博之 通地　樹

37 No9葛西 500円貯金 東京都 7 竹ノ内　彰 勝山　友宏 伊達　恭介 松井　貴大 辻　雅彦

38 No9葛西 馬九行駆 東京都 7 大谷 周平 前島 義久 河江 亮治 秋庭 幸訓 吉井 芽維

39 No9葛西 NINE PIECE 東京都 8 吉岡　真 鶴岡　裕巳 服部　毅 佐藤　義明 上山　杏

10 長太郎行徳バイパス店 CTR炒飯 東京都 9 石井　勇希 小林　拓也 郷　弥生 吉田　亮介

13 Other side other side 東京都 9 岡田 泰之 安達 明 吉田 義一 本杉 学 新井 雅之 滝澤 大一

2 B－FLATT 葛西ジャイアンツ 東京都 10 鈴木　英治 田辺　剛 宮原　かおり 吉田　雄史 鈴木　千春 相原　正則

9 チアーズカフェ浦安 Seagull 東京都 10 登　健人 風間　徹 園田　啓介 益田　輝向

3 B－FLATT 虎BULL@B'FLATT 東京都 11 熊谷　浩二 小田島　愛 堀越　愛美 高津　千絵 野崎　潤 大森　靖裕 成ケ澤　誠一 奈部川　正樹

14 UP西葛西 UP810 東京都 11 芹沢　蔵之介 山口　哲治 末富　翔 巽　勇次 榎本　里織 渡辺　有香

19 ALBA ALBA 東京都 13 野口　貴史 佐久間　皓一 高橋　雄志 増渕　聖一郎 柴田　圭介 高尾　敦

20 ALBA あるば 東京都 16 梅澤　雄佑 古井　たかひろ 篠原　高幸 石川　僚 鹿島　和見 前下　晶 米屋　健司 高橋　まゆみ

35 大塚 Sports&Darts BlueBlack BlueBlack 東京都 17 浅井　耕介 山田　希望 楠本　琢真 勝木　和也 浅野　直人 待永　誠吾 曽我　衣里加

4 irise荻窪 ちっちーず 東京都 19 都丸　寿志 椎橋　菜穂子 板谷　美樹 谷口　江里香 酒井　ちさと

26 HAPPY HAPPY 板橋区役所前店9LIFE 東京都 22 森本　典旭 藤本　晴奈 木田　雅之 大塚　辰則

17 360° 隼 東京都 23 金井　克夫　 石原　由香利 高石　健太 谷田　道代

25 Cafe & Bar yiel yiel 東京都 23 辻下　恵 谷口　淳一 本名　宏企 中島　千春 有泉　孝哉 矢口　勇太

15 Yamato Nadeshiko Yamato 東京都 24 平本　正浩 川又　朱美 椎須　健太 小場　健太 山下　幸平 山下　幸 吉田　ゆかり 八戸　海

21 ANGE 俺たち戦闘力５!! 東京都 24 後藤　卓也 垣花　勝也 山口　純 菊池　よう子

32 UP五反田 カルミア 東京都 24 有賀　茂昭 立川　梓 小泉　悠斗 前田　陽

1 ANGE スポポビッチ 東京都 25 千葉　克行 千葉　萌子 川上　純康 正野崎　顕 吉富　文彦

5 UP 新宿三丁目 卍連合 東京都 25 畦元　隆成 佐野　智行 小杉　周平 豊田　巧 高橋　里紗

7 UP新宿　靖国通り YDK 東京都 25 片岡　直也 石野田　尚史 佐藤　瑛奈 斎藤　零奈 澤田　啓祐

12 Jammy 沼袋ジャミーズ 東京都 26 横平  健一 高林  俊昭 五所  郁巳 谷津  祐二 嶋倉 祥悟 内埜 彰子 尾池 玲子 浅井 雅剛

16 サンパークダーツ中央口店 Parc de Soleil 東京都 26 山内　学 佐藤　一成 永田　雄樹 深瀬　剛志

6 UP 新宿三丁目 3☆ぴーす 東京都 27 石田　充生 平良　昌吾 秋葉　雄樹 荘川　優香 山田　賢一 芳賀　悠一 増山　満莉奈

8 UP新宿　靖国通り ポカルー 東京都 27 穂刈　慶人 本橋　恭平 田中　健嗣 小田原　秀 高谷　忠宏 平井　沙椰子 東　はるか 土肥　康太朗

エントリーリスト　　　会場分けはもう暫らくお待ちください。
各会場　　オープン 10:00
             受付　    10:00～10:50
             ゲームオン　11:00


