
グループ ID PLAYER SHOP
三島 平八 101 h☆shi 個人
三島 平八 102 TO-ZOKU.KASIRA ニューギャラリー
三島 平八 103 ドン一家24PON eye's 溝の口店
三島 平八 104 サットル ★エントリーSHOPの記入がありません。

三島 平八 105 石井宏明【謳丸】3Gmml 個人
三島 平八 106 ♪Doしょ〜ん（匠音）♪ 個人
三島 平八 107 YUKI豹☆惡烏賊 御茶ノ⽔ スポーツ＆ダーツ HERO's CAFE

三島 平八 108 ポチっとな 個人
三島 平八 109 大谷浩一(￣▽￣) 個人
三島 平八 110 なっちゃん(｀･ω･´) バロン
三島 平八 111 めぐめぐo(^̲-)O(♀D) 個人
三島 平八 112 キラと言います 個人
三島 平八 113 Кирененко HAVE FUN
三島 平八 114 ｸﾛﾍﾟｯﾁｭだぉ-ん 個人
三島 平八 115 れっどチキン 個人
三島 平八 116 Rune*. GROVE 北千住店
三島 平八 117 TAKUYA 個人
三島 平八 118 st 個人
三島 平八 119 SSNK 個人
三島 平八 120 Ka-zoo 個人
三島 平八 121 髭ちょん GROVE 北千住店
三島 平八 122 ぺかランチ。 自遊空間 吹上店
三島 平八 123 しょー 個人
三島 平八 124 ゆ〜だい@サフィン 個人
三島 平八 125 #N/A GUEST
三島 平八 126 モコちゃん☆ZICCA☆ ZICCA

豪⻤ 201 悪魔 ★(GHOST) 個人
豪⻤ 202 ﾅｧｽ( ´ω`っ  )3 個人
豪⻤ 203 やーたつ 個人
豪⻤ 204 YOUTO☆⻁狼 個人
豪⻤ 205 泥酔クルー ニューギャラリー
豪⻤ 206 MISA eye's 溝の口店
豪⻤ 207 ヤンバルゆうやん TOKYO DARTS STADIUM 池袋
豪⻤ 208 ハヤヒーP.P. 個人
豪⻤ 209 陵［RYO］☆AGE 御茶ノ⽔ スポーツ＆ダーツ HERO's CAFE

豪⻤ 210 メビメビΦ ガチΦ
豪⻤ 211 山のフドウ ZICCA

【最終】エントリーリスト
グループ、IDのご確認をお願いします。
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豪⻤ 212 kengo@Round87 cafe Round87
豪⻤ 213 しまし☆まぁぎか TiTO SHOP 秋葉原 
豪⻤ 214 ☆ちっち☆ 個人
豪⻤ 215 中野JUMBO 個人
豪⻤ 216 け〜ん TOKYO DARTS STADIUM 池袋
豪⻤ 217 ☆°.*・｡NUMA｡・*.°☆ Link 和光市店
豪⻤ 218 YAMANOTE GOREINU 個人
豪⻤ 219 羽角英明 ZICCA
豪⻤ 220 【⾺場 潤一郎】 個人
豪⻤ 221 藤さん＠ブル探索中…。 YOKOHAMA BULL SHOOTER
豪⻤ 222 Masaｵﾅｶｲﾀｲ火消ｼﾉ風 ★エントリーSHOPの記入がありません。

豪⻤ 223 ひでっち 個人
豪⻤ 224 ふはははは(๑-﹏-๑)Zzz 個人
豪⻤ 225 そばチョル 個人

ポール・フェニックス 301 daisuke arashi 個人
ポール・フェニックス 302 神☆変態仮面 個人
ポール・フェニックス 303 あきぴ North.T Darts
ポール・フェニックス 304 SINMETAL ニューギャラリー
ポール・フェニックス 305 イノマティD-wave TOKYO DARTS STADIUM 池袋
ポール・フェニックス 306 Usshy*. GROVE 北千住店
ポール・フェニックス 307 ｺｰﾍｰ@free Colors 川越店
ポール・フェニックス 308 かなぴょん＼(^o^)／ 個人
ポール・フェニックス 309 kin.t Link 和光市店
ポール・フェニックス 310  T〜STYLE☆wake ZICCA
ポール・フェニックス 311 しのげん 個人
ポール・フェニックス 312 わくわくさん 個人
ポール・フェニックス 313 ALLIANCE☆s.s 個人
ポール・フェニックス 314 烏 武士 DARTS 川崎店
ポール・フェニックス 315 超☆遼 個人
ポール・フェニックス 316 武林 正書@MONSTER 個人
ポール・フェニックス 317 中尾龍之介 個人
ポール・フェニックス 318 HIRO@ROUND87 cafe Round87
ポール・フェニックス 319 ブロンズセイント TOKYO DARTS STADIUM 池袋
ポール・フェニックス 320 ねおじぇると 個人
ポール・フェニックス 321 とらお ★エントリーSHOPの記入がありません。

ポール・フェニックス 322 細井 慎太郎 個人
ポール・フェニックス 323 もろX 自遊空間 吹上店
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ポール・フェニックス 324 ⻯也★変態同盟00 個人
ポール・フェニックス 325 #N/A GUEST
ポール・フェニックス 326 ゆう 個人
ポール・フェニックス 327 ミルク☆ eye's 溝の口店

風間 飛鳥 401 ｃｙａｍ 個人
風間 飛鳥 402 やす【Team eye's 主将】 個人
風間 飛鳥 403 ほたーて@けしからん(´ω`) 個人
風間 飛鳥 404 さび(´･ω･`)!? 自遊空間 吹上店
風間 飛鳥 405 太田 峻@Creed Struct TOKYO DARTS STADIUM 池袋
風間 飛鳥 406 3代目JAmes Brothers 個人
風間 飛鳥 407 SHU 個人
風間 飛鳥 408 かんちゃん♪ 個人
風間 飛鳥 409 不知火★クロ號 個人
風間 飛鳥 410 *y*u*k*i* 個人
風間 飛鳥 411 吉宗 Leaf
風間 飛鳥 412 まーくんＸ@お豆腐連合 個人
風間 飛鳥 413 スケSODollar 個人
風間 飛鳥 414 masa-ｶﾞﾁｵﾀ cafe Round87
風間 飛鳥 415 0148̲7125 eye's 溝の口店
風間 飛鳥 416 こうちゃま GROVE 北千住店
風間 飛鳥 417 ぶっさん 個人
風間 飛鳥 418 SAYA 個人
風間 飛鳥 419 JONIKENさん 個人
風間 飛鳥 420 TAKUTO(ORANGE ROAD) Link 和光市店
風間 飛鳥 421 不知火★４４様。 個人
風間 飛鳥 422 naoto@M 個人
風間 飛鳥 423 やまだい@1st.Vivid ZICCA
風間 飛鳥 424 あやてむ 個人
風間 飛鳥 425 ヒロ North.T Darts

リリ 501 あさみや 個人
リリ 502 kta 個人
リリ 503 伊賀 会記 個人
リリ 504 井上 心 ZICCA
リリ 505 ゆうき(･∀･) Link 和光市店
リリ 506 うだまさしZICCA ZICCA
リリ 507 SAYAKAAAAAN 個人
リリ 508 ぶん@GLOWING 個人
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リリ 509 きむにん バロン
リリ 510 えりんぎ@JDC 個人
リリ 511 SAI103@HAVE FUN HAVE FUN
リリ 512 しろっち@まお 個人
リリ 513 n...(♂) #160510 個人
リリ 514 えりり(°▽°)ノ~~※ Leaf
リリ 515 ♡いくこ♡ TOKYO DARTS STADIUM 池袋
リリ 516 雲丹海⽉ Link 所沢店
リリ 517 STrrr08 個人
リリ 518 TORITON 個人
リリ 519 ⻄澤 広晃 GROVE 北千住店
リリ 520 浜ちゃんwith沖縄三姉妹 個人
リリ 521 れじぇN-F/NEXUS 個人
リリ 522 ダーマス ガチΦ
リリ 523 ニイヤ@North.T North.T Darts
リリ 524 ﾛｯﾃﾄﾞｱﾗのﾏｰﾁ 個人
リリ 525 先駆けhonamix 個人
リリ 526 吉原 武志-邦紅- バロン
リリ 527 #N/A GUEST

リン・シャオユウ 601 キャンタマ王子 個人
リン・シャオユウ 602 弾丸(｡･ε･｡)娘 バロン
リン・シャオユウ 603 kosuke 個人
リン・シャオユウ 604 井上大輝 個人
リン・シャオユウ 605 BOYCOTT. 個人
リン・シャオユウ 606 ぬまP TOKYO DARTS STADIUM 池袋
リン・シャオユウ 607 また@MAXIM/H-T 個人
リン・シャオユウ 608 kinoP★Raputy 個人
リン・シャオユウ 609 木村 祐樹@Perfect 個人
リン・シャオユウ 610 yu-sam ニューギャラリー
リン・シャオユウ 611 MOCHICO 個人
リン・シャオユウ 612 MEGU☆RARA 個人
リン・シャオユウ 613 SEIYA1125 eye's 溝の口店
リン・シャオユウ 614 タムケン Link 和光市店
リン・シャオユウ 615 なおぴー 個人
リン・シャオユウ 616 YURIKA＊NORTH.T DARTS North.T Darts
リン・シャオユウ 617 かんぴー ★エントリーSHOPの記入がありません。

リン・シャオユウ 618 パリピーターパン Link 所沢店
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リン・シャオユウ 619 ふるっち@こころひとつ 個人
リン・シャオユウ 620 ナルシソ*アナスイ GROVE 北千住店
リン・シャオユウ 621 智博☆HAVEFUN連合 HAVE FUN
リン・シャオユウ 622 ⼟⻯☆ 個人
リン・シャオユウ 623 むらちゃん 個人
リン・シャオユウ 624 森谷 利樹 ZICCA
リン・シャオユウ 625 てんばがー M 個人
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