
スコア

915 ★決勝戦進出！

909 ★決勝戦進出！

905 ★決勝戦進出！

895 ★決勝戦進出！

856 ★決勝戦進出！

842 ★決勝戦進出！

841 ★決勝戦進出！

836 ★決勝戦進出！

819 ★決勝戦進出！

814 ★決勝戦進出！

809 ★決勝戦進出！

809 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

803 ★決勝戦進出！

791 ★決勝戦進出！

788 ★決勝戦進出！

788 ★決勝戦進出！

784 ★決勝戦進出！

784 ★決勝戦進出！

第20位 明日のりゅう一族 和歌山店

第21位 ネオりくおー城主 さいたま・栗橋店

第18位 東京卍會 福島店

第19位 國學院久我山3 沖縄・宜野湾店

第16位 ちぇるしゅうじ名人 習志野店

第17位 ぬぬ。 入間店

第14位 kyushu 福岡天神店

第15位 お子ズ アリオ柏店

第12位 いつき&はると 浜大津アーカス店

第13位 ない 朝霞店

第10位 怒れるもとな部長 豊橋店

第11位 廣島ック楽部 福山店

第8位 海人現役復活 伊丹店

第9位 風神そら神 小倉店

第6位 あゆう8 市原店

第7位 東洋のレモン刑事 上尾店

第4位 煌めくY教授 仙台苦竹店

第5位 ひぐち 郡山店

第2位 荒野のヒロシ狂 川崎大師店

第3位 戦慄の里帆屋 伊丹店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 赤いみつたか先輩 鳴海店

月間全国大会選抜戦結果



779 ★決勝戦進出！

775 ★決勝戦進出！

770 ★決勝戦進出！
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第60位 こまぼ 横浜綱島店

第61位 月下のももこ仙人 津・高茶屋店

第58位 暴走ゆう先生 名古屋西春店

第59位 非公式技大ボウリング部 新潟店

第56位 Ym 奈良ミ･ナーラ店

第57位 暴走Ritu女王 大野城店

第54位 乱れた社長 加古川店

第55位 鋼鉄のひらば隊長 入間店

第52位 煌めくユズキ隊長 高松店

第53位 雷神ぬまべ番長 仙台苦竹店

第50位 勇者まなぶ商人 金沢店

第51位 リッド 佐賀店

第48位 優しきゆーだい選手 高津店

第49位 悪魔のゆーあ魔人 名古屋西春店

第46位 静かなおなら名人 京都伏見店

第47位 らぃうぃ〜ww 豊橋店

第44位 コメダ 津・高茶屋店

第45位 悪魔のはるき さいたま・上里店

第42位 雷神まさ竜王 岡山妹尾店

第43位 スイアレ班 中川1号線店

第40位 北海道オールスターズ 札幌すすきの店

第41位 厚木卍リベンジャーズ ららぽーと湘南平塚店

第38位 あめさんしか勝たん 横浜駅西口店

第39位 ＴＮ 広島店

第36位 万能のぴ狂 新潟店

第37位 未来のA大臣 沖縄・宜野湾店

第34位 万能のひろと主将 博多半道橋店

第35位 natty 伊丹店

第32位 月下のたく番長@AST 三宮駅前店

第33位 反逆のらんま将軍 三宮駅前店

第30位 えびすす 広島店

第31位 コーラ大好き 福山店

第28位 しもとりがけ 横浜駅西口店

第29位 魂のみほ三世 千種店

第26位 本日のまさや軍 金沢店

第27位 MAN 福島店

第24位 あ 市原店

第25位 二代目じん刑事 前橋店

第22位 乱れたポグバ博士 佐賀店

第23位 天下のserin魔女 札幌すすきの店
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621

第102位 東洋のミスターポテトヘッド選手 岡山妹尾店

第103位 明日のこういち隊長 熊本店

第100位 影のかいや魔人 福岡天神店

第101位 影の齒軍 加古川店

第98位 未来のD帝王 大分店

第99位 全集中玉の呼吸 市川鬼高店

第96位 飢えたちるる師匠 中川1号線店

第97位 さんけた みえ川越IC店

第94位 修羅のりく係長 前橋店

第95位 黒いMjgug初段 鹿児島宇宿店

第92位 NYOストラダム帝国 熊本店

第93位 かじょし 鹿児島宇宿店

第90位 怒れるたいら先輩 札幌北21条店

第91位 シロちゃん 京都伏見店

第88位 ジュゼ上方はよ 習志野店

第89位 明日のけんぞー降臨 さいたま・栗橋店

第86位 スマブラ大学経済学部 旭川店

第87位 反逆のぱんだめいび魔人 鳴海店

第84位 草津わず 大宮店

第85位 混沌のも課長 半田店

第82位 進撃のかえ龍王 盛岡店

第83位 ネオりゅう名人 青森店

第80位 天下のさき一族 習志野店

第81位 青いあゆむくん名人 長野店

第78位 白いみさ先輩 草加店

第79位 はんかくせ 仙台苦竹店

第76位 荒野のハルキ軍 川崎大師店

第77位 初代けいしろう職人 モレラ岐阜店

第74位 真紅のはやと組 静岡・駿河店

第75位 炎のたいし姫 横浜戸塚店

第72位 花のみのり帝王 中川1号線店

第73位 未来のなべげん女王 ららぽーと湘南平塚店

第70位 魂のひちょり博士 八千代村上店

第71位 国学院久我山13 沖縄・宜野湾店

第68位 HANKOUKI 静岡・駿河店

第69位 鬼のグリーン元帥 高津店

第66位 さとてる 姫路飾磨店

第67位 影のすしみ覇王 半田店

第64位 にっぱちボウリング部 浜大津アーカス店

第65位 悪魔のとんかつ店長 川崎大師店

第62位 うりたち 横浜駅西口店

第63位 杏奈 青森店
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475第140位 嘆きの里奈二世 札幌白石本通店

第138位 雷神いのまた竜王 新潟店

第139位 影の宮田主将 ららぽーと湘南平塚店

第136位 踊るなぎさ軍師 草加店

第137位 勇者わか部長 京都河原町店

第134位 勇者Ａ先輩 博多半道橋店

第135位 修羅のま姫 姫路飾磨店

第132位 修羅のA元帥 大分店

第133位 明日の大輝&玲店長 博多半道橋店

第130位 反逆のてっぺい師匠 大分店

第131位 トムジェリ 旭川店

第128位 戦慄の凹み初段 さいたま・上里店

第129位 明日のKOUDAI主将 高松店

第126位 悪魔のけんぞー刑事 草加店

第127位 煌めくピロリ菌軍師 岡山妹尾店

第124位 つきまる 熊本店

第125位 源馬攻略戦 浜松店

第122位 黄昏のSくん将軍 佐賀店

第123位 華麗なゆうすけ二世 豊橋店

第120位 優しきしゅーる一世 千種店

第121位 特攻のうめけん将軍 朝霞店

第118位 悪魔のなおき城主 大宮店

第119位 ディーペン JR尼崎店

第116位 特攻のcomet軍師 長野店

第117位 雷神いっぴー刑事 加古川店

第114位 混沌のとっしゃん一族 姫路飾磨店

第115位 月下のMasa覇王 小倉店

第112位 真紅のあばば大臣 みえ川越IC店

第113位 戦慄のとももも商人 千種店

第110位 天下のみーあ主将 旭川店

第111位 月下のあかっしー番長 宇都宮店

第108位 勇者ハヤ係長 上尾店

第109位 静かなもか組 宮崎店

第106位 青いShomaさん 福岡天神店

第107位 踊るりな隊長 ららぽーと新三郷店

第104位 踊ることね屋 盛岡店

第105位 白いはるまきさん 三宮駅前店


