
スコア

921 ★決勝戦進出！

873 ★決勝戦進出！

867 ★決勝戦進出！

863 ★決勝戦進出！

844 ★決勝戦進出！

843 ★決勝戦進出！

825 ★決勝戦進出！

815 ★決勝戦進出！

811 ★決勝戦進出！

789 ★決勝戦進出！

787 ★決勝戦進出！

771 ★決勝戦進出！

770 ★決勝戦進出！

764 ★決勝戦進出！

764 ★決勝戦進出！

763 ★決勝戦進出！

759 ★決勝戦進出！

757 ★決勝戦進出！

755 ★決勝戦進出！

750 ★決勝戦進出！

748 ★決勝戦進出！

第20位 三代目いく社長 東淀川店

第21位 天下のA.A竜王 さいたま・上里店

第18位 鋼鉄のけんちゃん組 浜大津アーカス店

第19位 はる さいたま・上里店

第16位 修羅のゆーひ組 城東放出店

第17位 万能のぬまべ隊長 仙台苦竹店

第14位 愛のかい覇王 山梨・石和店

第15位 愛のTsu-ba主将 沖縄・宜野湾店

第12位 職人 佐賀店

第13位 天下のあべっちだお??魔人 板橋店

第10位 荒野のHina組 モレラ岐阜店

第11位 最強のじん狂 前橋店

第8位 二代目itsuki主将 奈良ミ･ナーラ店

第9位 あかさたなシボ 梅田店

第6位 くっさくさ 広島店

第7位 明日のあ狂 小倉店

第4位 本日のイワケンさん 奈良ミ･ナーラ店

第5位 青いあや丸★職人 佐賀店

第2位 勇者kou軍師 姫路飾磨店

第3位 煌めくY教授 仙台苦竹店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 全国バトボチャンピオン 南砂店

月間全国大会選抜戦結果
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744 ★決勝戦進出！
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第60位 ＣＨＩＫＡ 秋田店

第61位 乱れたHiroki女王 南砂店

第58位 花のノノ商人 上尾店

第59位 花のプチョコンドB星人 高槻店

第56位 二代目ゆーき先輩 津・高茶屋店

第57位 華麗なよしとし二世 板橋店

第54位 進撃の2000075309先生 岸和田店

第55位 Xガン 長野店

第52位 RN 沖縄・宜野湾店

第53位 沈黙のゆうき番長 豊中店

第50位 本日のは師匠 守口店

第51位 優しきざっどくん 熊本店

第48位 特攻のつづみ部長 横浜綱島店

第49位 GFAボーリング部 岡山妹尾店

第46位 明日のユラ仙人 沖縄・南風原店

第47位 魂のけーご一世 中川1号線店

第44位 飢えたにぶ姫 加古川店

第45位 未来のまさや名人 金沢店

第42位 A 宇都宮店

第43位 月下のMasa三世 ららぽーと新三郷店

第40位 ネオひだか竜王 町田店

第41位 特攻のりく三世 京都河原町店

第38位 混沌のMjgug軍 鹿児島宇宿店

第39位 二代目ひろうみ組 大分店

第36位 飢えたKou店長 松山店

第37位 明日のりょーま 高松店

第34位 戦慄のげん魔女 鳴海店

第35位 万能のしょう係長 大野城店

第32位 混沌のｗａｍａｓ竜王 浜大津アーカス店

第33位 オレンジちゃん 京都伏見店

第30位 悪魔のかけまる係長 南砂店

第31位 優しきあなな師匠 池袋店

第28位 ネオA部長 静岡・駿河店

第29位 花のひろき仙人 さいたま・鴻巣店

第26位 鋼鉄のカクタミツヨ魔人 福岡天神店

第27位 進撃のポリ校長 千日前店

第24位 万能のたねお三世 熊本店

第25位 破壊のマイケル覇王 半田店

第22位 進撃のことは部長 府中本町駅前店

第23位 破壊の日高逸斗姫 城東放出店
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第102位 煌めくねね城主 堺駅前店

第103位 静かなりゅうせい商人 武蔵村山店

第100位 華麗なえいた覇王 JR尼崎店

第101位 華麗な雑魚屋 大分店

第98位 あかん阪神優勝してまう 和歌山店

第99位 黒いボーリング課長 盛岡店

第96位 怒れるリキ師匠 新潟店

第97位 日体大 高津店

第94位 花のｒｉｎｏ屋 さいたま・上里店

第95位 戦慄のほてぃー城主 高松店

第92位 白いアイカ竜王 名古屋西春店

第93位 静かなＧＡＩＡ教授 札幌すすきの店

第90位 鬼のポン帝王 姫路飾磨店

第91位 天下のkoutarou魔女 アリオ柏店

第88位 特攻のShoma魔人 浜大津アーカス店

第89位 黄昏のりゅうせい大王 吉祥寺店

第86位 嘆きのＬＩＭＡ？降臨 岸和田店

第87位 太田兄弟 宇都宮店

第84位 雷神ちたあ魔女 豊橋店

第85位 静かななおき軍師 高槻店

第82位 二代目Kentaro刑事 金沢店

第83位 黒い菊池風香部長 盛岡店

第80位 華麗なミユウ狂 守口店

第81位 明日のかｋずき二世 川崎大師店

第78位 嘆きのみーみ降臨 アリオ柏店

第79位 勇者けいた商人 浜松店

第76位 愛のもも主将 板橋店

第77位 天下の南狂 千日前店

第74位 白いゆず隊長 府中本町駅前店

第75位 サボテン 郡山店

第72位 戦慄のわかささ組 豊橋店

第73位 二代目なりた番長 津・高茶屋店

第70位 悪魔の中島覇王 和歌山店

第71位 静かなA軍 札幌すすきの店

第68位 乱れたけむに城主 大宮店

第69位 沈黙のとませまる番長 ららぽーと湘南平塚店

第66位 勇者かえ師匠 盛岡店

第67位 煌めくカーリー元帥 府中本町駅前店

第64位 日本海軍 福山店

第65位 白いしゃけくん 宮崎店

第62位 反逆のレオーーーーん帝王 函館店

第63位 嘆きのかんた降臨 京都河原町店
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274第144位 赤いかかかか番長 大分店

第142位 静かなぷろぼうらああ屋 札幌白石本通店

第143位 初代A隊長 豊中店

第140位 鋼鉄のゆうき名人 名古屋西春店

第141位 二代目ゆーき校長 函館店

第138位 東洋のふみや竜王 長野店

第139位 沈黙のA選手 堺中央環状店

第136位 沈黙のしおん魔人 旭川店

第137位 天上のなここな降臨 ダイバーシティ東京 プラザ店

第134位 特攻のコージー狂 豊中店

第135位 乱れたゆーた帝王 岡山妹尾店

第132位 社畜バンザイ!! 福島店

第133位 荒野のウォッカ一族 川崎大師店

第130位 爆走ミヒロ帝王 浜松店

第131位 頭脳のたきこういち将軍 東大阪店

第128位 万能の橘課長 堺中央環状店

第129位 天下のはっしー仙人 草加店

第126位 真紅のたいき屋 東大阪店

第127位 天上のせんり隊長 札幌すすきの店

第124位 頭脳のちな教授 札幌北21条店

第125位 卍ュ 横浜戸塚店

第122位 月下のヒカル係長 吉祥寺店

第123位 愛のやはと大臣 鳴海店

第120位 本日のチヒ仙人 福山店

第121位 頭脳のユーリ師匠 モレラ岐阜店

第118位 月下のむぎ軍師 福山店

第119位 鋼鉄のk師匠 守口店

第116位 飢えたKAICHI0901商人 函館店

第117位 青いNanaka元師 ダイバーシティ東京 プラザ店

第114位 戦慄のくらもん隊長 ららぽーと湘南平塚店

第115位 華麗なしおん博士 千日前店

第112位 沈黙の肉団子魔女 博多半道橋店

第113位 荒野のりくと一世 町田店

第110位 天下のり魔王 小倉店

第111位 静かなくまもん屋 アリオ柏店

第108位 天上のＡｉｒｉ教授 横浜戸塚店

第109位 炎のゆーすけ二世 東大阪店

第106位 未来の木幡幹哉選手 草加店

第107位 初代みーあ女王 旭川店

第104位 真紅のプティ店長 高津店

第105位 暴走さいき社長 半田店


