
スコア

196.740 ★決勝戦進出！

196.117 ★決勝戦進出！

193.891 ★決勝戦進出！

193.219

191.120

190.914

190.845

190.811

190.725

190.470

190.466

190.448

190.302

190.261

190.000

189.983

189.542

189.512

189.332

189.024

188.967

188.951

188.920

188.766

188.619

188.603

188.504

188.491

188.472

188.261

188.243

188.220

188.203

第2位 いちごゆきみだいふく 吉祥寺店

第3位 PLAM. 横浜駅西口店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 最強のあおちゃん店長 南砂店

第6位 リゾームコート白亜 山梨・石和店

第7位 色んな色 八千代村上店

第4位 花のsa大臣 高知店

第5位 花のたー大王 草加店

第10位 初代ナッパ一族 市原店

第11位 くろわっさん。 習志野店

第8位 Kami 川崎大師店

第9位 二代目だいすけ降臨 徳島・万代店

第14位 勇者ビジターA 郡山店

第15位 戦慄のビジターB番長 福岡天神店

第12位 HubuXaase 広島店

第13位 華麗なれいか帝王 高槻店

第18位 天下のマナティ商人 習志野店

第19位 二代目やまたつ覇王 ららぽーと新三郷店

第16位 文系兄妹 豊橋店

第17位 月下のビジターＡ将軍 名古屋西春店

第22位 マーベラス 東淀川店

第23位 沈黙の2003050815魔人 東大阪店

第20位 チームおそば 浜松店

第21位 未来のまー選手 徳島・万代店

第26位 左手の呪い 仙台苦竹店

第27位 白いビジターB部長 高槻店

第24位 おちとこうき(´・ω・) 松山店

第25位 OKJ 大分店

第30位 影のえりさん 豊橋店

第31位 黄昏の翔太城主 三宮駅前店

第28位 鋼鉄のよねぴ城主 横浜駅西口店

第29位 初代なっちゃん降臨 函館店

第32位 修羅のビジターA刑事 加古川店

第33位 ＦＩＸ さいたま・鴻巣店
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188.178

188.147

188.090

187.967

187.900

187.792

187.781

187.729

187.621

187.597

187.392

187.213

187.116

186.997

186.989

186.984

186.951

186.871

186.848

186.772

186.756

186.638

186.498

186.309

186.212

186.211

185.836

185.762

185.555

185.536

185.482

185.366

185.354

185.347

185.257

185.187

185.174

185.156

185.091

184.627

184.416

184.405

184.224

184.131

第34位 すずとも ダイバーシティ東京 プラザ店

第35位 麦わらの七味 新開地店

第38位 チョッパゲ ららぽーと湘南平塚店

第39位 頭脳のあき狂 枚方店

第36位 Eve* 静岡・駿河店

第37位 魔神上瀧の本気 大野城店

第42位 華麗なクロ校長 ららぽーと和泉店

第43位 Tell me baby 三宮駅前店

第40位 らぶかぷ 富士店

第41位 未来のまなさん 長野店

第46位 ニコニコ動画同好会 京都河原町店

第47位 山田山根 盛岡店

第44位 ギャルしか勝たん 半田店

第45位 たかしまきいち 朝霞店

第50位 暴走こんにゃく将軍団 上尾店

第51位 ちーむひがし！ 岡山妹尾店

第48位 Rinka 山梨・石和店

第49位 あじゅろう 堺中央環状店

第54位 ＊Summer Cat＊ 姫路飾磨店

第55位 ONAKAMA 中川1号線店

第52位 天下のようせい星人 奈良ミ･ナーラ店

第53位 煌めくビジターA神 和歌山店

第58位 怒れるビジターA係長 小倉店

第59位 きらきら星 府中本町駅前店

第56位 修羅場 アリオ柏店

第57位 チーム宮城野 仙台苦竹店

第62位 コンソメパンチ ららぽーと新三郷店

第63位 るーぶる 豊中店

第60位 鋼鉄のビジターＡ軍師 旭川店

第61位 ブラックラブ 札幌白石本通店

第66位 3代目ANIMA 城東放出店

第67位 シシカバブー 札幌すすきの店

第64位 破壊のビジターA教授 入間店

第65位 中川彰人2 岸和田店

第70位 ごんざぶめいしょ 沖縄・宜野湾店

第71位 ちーむくぼ 鹿児島宇宿店

第68位 こりじゅ 草加店

第69位 本日のすーさん帝王 熊本店

第74位 Monochrome 八千代村上店

第75位 MONSTERS 富士店

第72位 片瀬 横浜戸塚店

第73位 ゆゆゆゆゆ 吉祥寺店

第76位 明日のみや元師 鳴海店

第77位 月下のはる王 金沢店



184.037

184.032

184.004

183.879

183.778

183.770

183.615

183.418

183.384

182.925

182.686

182.579

182.519

182.108

181.998

181.949

181.891

181.883

181.783

181.620

181.242

181.059

180.689

180.686

180.597

180.525

180.508

180.294

179.984

179.823

179.639

179.119

179.046

178.710

178.592

178.584

177.831

177.780

177.757

177.742

177.626

177.466

176.363

176.214

第78位 鋼鉄のビジターA竜王 堺中央環状店

第79位 さんまいず 東淀川店

第82位 修羅のたいが大王 横浜綱島店

第83位 花のあみ屋 名古屋西春店

第80位 ぴゃ! 城東放出店

第81位 湘南愚連隊 ららぽーと湘南平塚店

第86位 二代目の城主 浜大津アーカス店

第87位 マクドナルド さいたま・栗橋店

第84位 谷の大砲 函館店

第85位 DOM 金沢店

第90位 ｼﾞｰﾆｱｽﾌﾗｯﾍﾟ 浜松店

第91位 最強のたいち選手 奈良ミ･ナーラ店

第88位 華麗なビジターA三世 横浜戸塚店

第89位 みたにーず 浜大津アーカス店

第94位 まゆえもん 市川鬼高店

第95位 たーちゃん 姫路飾磨店

第92位 雷神2004921213校長 京都伏見店

第93位 マチノマ大森2 川崎大師店

第98位 踊るとちもん教授 宇都宮店

第99位 乱れたたいせい元帥 梅田店

第96位 進撃のりょーや 入間店

第97位 優しき主将 鹿児島宇宿店

第102位 マッカン同盟 府中本町駅前店

第103位 月下のビジターA姫 千日前店

第100位 魂の叫びボーイズ 札幌白石本通店

第101位 炎のさんさん一世 さいたま・上里店

第106位 荒野のray城主 アリオ柏店

第107位 ひらやま さいたま・鴻巣店

第104位 akhk 伊丹店

第105位 怒れるくにけい@短足主将 鳴海店

第110位 優しきゆーちんさん 前橋店

第111位 愛のなま先輩 モレラ岐阜店

第108位 さなぎ 福山店

第109位 炎の刑事 長野店

第114位 CCU 熊本店

第115位 水泳部とバスケ部 中川1号線店

第112位 ティヘリの 梅田店

第113位 頭脳のkosei校長 豊中店

第118位 具合悪くなっちゃう。 池袋店

第119位 氷結 新潟店

第116位 影のビジターＢ大臣 枚方店

第117位 かのあ 新潟店

第120位 魂の乃木坂先輩 南砂店

第121位 leaf　light 札幌北21条店



175.560

174.928

174.154

174.150

171.159

171.118

169.845

168.543

168.189

166.504

第122位 愛の山口メンバー 町田店

第123位 鋼鉄のビジターＡ店長 岡山妹尾店

第126位 嘆きのビジターA課長 朝霞店

第127位 動物大関 松山店

第124位 白い盛内　翼希帝王 盛岡店

第125位 ショー軍団 宇都宮店

第130位 沈黙のビジターB一世 半田店

第131位 はるあな 福島店

第128位 メロンソーダ 福島店

第129位 ドナルド 静岡・駿河店


