
第32位 ふじみのらんらんすないぱー 横浜綱島店

第33位 N,O,C 加古川店

第30位 いおりんご46 南砂店

第31位 オタク さいたま・鴻巣店

第28位 あ 城東放出店

第29位 Gaist 前橋店

第26位 沈黙のえり校長 豊橋店

第27位 さっさとちっち 静岡・駿河店

第24位 西野七瀬丸 福岡天神店

第25位 チッチイー ダイバーシティ東京 プラザ店

第22位 踊るあや主将 高松店

第23位 きむわいぷ 前橋店

第20位 みどジャー愛好家 ららぽーと湘南平塚店

第21位 飛沫演奏会 徳島・万代店

第18位 未来のビジターAくん 広島店

第19位 ゆいこと ダイバーシティ東京 プラザ店

第16位 チーム宮城野 仙台苦竹店

第17位 36.5 秋田店

第14位 まさだい 博多半道橋店

第15位 きさつたい 加古川店

第12位 ? アリオ柏店

第13位 まぜんブウ 東淀川店

第10位 RP14 福島店

第11位 反逆のまみ刑事 浜大津アーカス店

第8位 進撃のゆうや城主 市川鬼高店

第9位 マチノマ大森 川崎大師店

第6位 バスポン・レッドソックス 町田店

第7位 いぬとねこ。 静岡・駿河店

第4位 三船ドルフィンズ 鳴海店

第5位 黄昏のビジターA城主 福島店

第2位 TOQOB 18 吉祥寺店

第3位 進撃のボランティア行きます城主 南砂店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 赤いビジターA軍 池袋店
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第76位 俺たち強くない会？ 札幌白石本通店

第77位 赤いビジターCくん モレラ岐阜店

第74位 りりあや 浜松店

第75位 キャッスル姉妹 入間店

第72位 静かな高野太陽刑事 山梨・石和店

第73位 明日のkazu二世 金沢店

第70位 おおたみく 小倉店

第71位 はるも 中川1号線店

第68位 破壊のみづき魔女 新潟店

第69位 悪魔の鰹軍師 高知店

第66位 ビューティーレディ 横浜戸塚店

第67位 捻れた世界の住人 八千代村上店

第64位 Ａ降臨 ららぽーと湘南平塚店

第65位 戦慄のおかちゃん隊長 堺駅前店

第62位 混沌のめぐみ先輩 和歌山店

第63位 おりりーず 豊中店

第60位 暴走てばてば将軍 横浜綱島店

第61位 神崎に会いたい 大野城店

第58位 とりあえず高いご飯屋さん 堺中央環状店

第59位 未来のM星人 半田店

第56位 ジョーダン 宇都宮店

第57位 South 吉祥寺店

第54位 ｆｊｋ 名古屋西春店

第55位 破壊のrookieさん ららぽーと新三郷店

第52位 二代目あすか一族 岸和田店

第53位 husimi 京都伏見店

第50位 H.M. 富士店

第51位 ネギポン酢 板橋店

第48位 遊び疲れた遊び人 横浜駅西口店

第49位 バリバリのオンナ 旭川店

第46位 チーム優柔不断 広島店

第47位 THU アリオ柏店

第44位 ていきょー 府中本町駅前店

第45位 ヤバD 福岡天神店

第42位 炎のあい降臨 千日前店

第43位 なぎもか 沖縄・宜野湾店

第40位 坂元せきらしか勝たん 佐賀店

第41位 嘆きのタカギコウタロウ名人 浜大津アーカス店

第38位 Rikito 武蔵村山店

第39位 怒れるビジターＡ一族 入間店

第36位 かんだつ 三宮駅前店

第37位 SnowMan 郡山店

第34位 勇者洸希博士 松山店

第35位 花のy_ｋ覇王 横浜駅西口店



第120位 しょうけん滅ぼすマンＴＲＹ 東大阪店

第121位 バタービール 梅田店

第118位 万能のビジターA部長 朝霞店

第119位 くまさんにんぐみ ららぽーと新三郷店

第116位 宮崎の大学生 宮崎店

第117位 未来のまー教授 みえ川越IC店

第114位 氷結 新潟店

第115位 たくを学園 名古屋西春店

第112位 ネオ佐竹先輩 八千代村上店

第113位 嘆きの美濃もんた一世 高知店

第110位 仲良し姉妹 堺駅前店

第111位 RD 京都伏見店

第108位 愛のみー魔女 金沢店

第109位 ゲーム同好会 博多半道橋店

第106位 炎のビジターA軍団 高松店

第107位 あ 岡山妹尾店

第104位 天下のいちご大臣 ららぽーと和泉店

第105位 ぴすとんぼーいず 城東放出店

第102位 レモンライム 長野店

第103位 なめろうたい 市川鬼高店

第100位 頭脳の菓子ぱん将軍 習志野店

第101位 マサ 高槻店

第98位 万能のひなのなの係長 千日前店

第99位 WINNER 岡山妹尾店

第96位 俺か、俺以外か.. 中川1号線店

第97位 まめれもん 習志野店

第94位 しゆな 朝霞店

第95位 チーム柴山湖雪 町田店

第92位 キックアンドモンスター 横浜戸塚店

第93位 Tee 三宮駅前店

第90位 Sumiki 3 武蔵村山店

第91位 おーるぶるー 函館店

第88位 初代ビジターB神 沖縄・南風原店

第89位 こっちみんな 草加店

第86位 乱れたこうだい先生 伊丹店

第87位 我らが絹子 津・高茶屋店

第84位 クオズ 熊本店

第85位 赤いトニー先輩 仙台苦竹店

第82位 嘆きのビジターC初段 鹿児島宇宿店

第83位 今日も推しが尊い 徳島・万代店

第80位 悪魔のゆーじろー商人 山梨・石和店

第81位 チェックブラウン 熊本店

第78位 ビッグマウス 川崎大師店

第79位 チームmatsumoto!!! 堺中央環状店



第142位 白いビジターA組 富士店

第143位 優しきリリー一族 上尾店

第140位 踊るたいけい一世 福山店

第141位 明日のあいこ魔王 和歌山店

第138位 青いビジターＢ選手 津・高茶屋店

第139位 Sisters 東大阪店

第136位 たらこパスタ 大分店

第137位 にのか 草加店

第134位 踊るビジターB帝王 姫路飾磨店

第135位 鬼のビジターＣ竜王 松山店

第132位 暴走ぺさっしー選手 さいたま・栗橋店

第133位 長尾の神たち 京都河原町店

第130位 留年 枚方店

第131位 明日のビジターB先生 モレラ岐阜店

第128位 磯野 半田店

第129位 炎のるな竜王 岸和田店

第126位 Stown 旭川店

第127位 ゆうとの実 さいたま・上里店

第124位 はるか 高槻店

第125位 。 さいたま・上里店

第122位 未来のビジターB降臨 鹿児島宇宿店

第123位 姉妹ライブ 市原店


