
スコア

920 ★決勝戦進出！

884 ★決勝戦進出！

862 ★決勝戦進出！

847 ★決勝戦進出！

833 ★決勝戦進出！

828 ★決勝戦進出！

819 ★決勝戦進出！

819 ★決勝戦進出！

813 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

806 ★決勝戦進出！

803 ★決勝戦進出！

802 ★決勝戦進出！

792 ★決勝戦進出！

779 ★決勝戦進出！

763 ★決勝戦進出！

763 ★決勝戦進出！

763 ★決勝戦進出！

763 ★決勝戦進出！

761 ★決勝戦進出！

753 ★決勝戦進出！

第20位 三代目そら三世 小倉店

第21位 黄昏のキッター 熊本店

第18位 二代目マサ主将 豊橋店

第19位 三代目りゅうだいくん 城東放出店

第16位 黄昏のレン店長 熊本店

第17位 ない 朝霞店

第14位 嘆きのゆずき二世 札幌白石本通店

第15位 スイアレ班 中川1号線店

第12位 天然水 中川1号線店

第13位 チーム藤原 秋田店

第10位 月下のかさはら三世 町田店

第11位 戦慄のポリ先輩 千日前店

第8位 雷神ちょめちょめ隊長 ららぽーと湘南平塚店

第9位 破壊のよしゆき一族 豊橋店

第6位 暴走あゆむ社長 城東放出店

第7位 影のあや丸★番長 佐賀店

第4位 影のserin仙人 札幌すすきの店

第5位 ネオまさや魔人 金沢店

第2位 嘆きのcoo社長 横浜綱島店

第3位 鬼のマサ神 東淀川店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 煌めくY教授 仙台苦竹店

月間全国大会選抜戦結果



750 ★決勝戦進出！

750 ★決勝戦進出！

749 ★決勝戦進出！
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第60位 影のちゅん組 伊丹店
第61位 アクアリウムトイレ 千日前店

第58位 乱れしょうま覇王 浜松店
第59位 風神あゆみくん 大野城店

第56位 本日の丹生先輩 加古川店
第57位 月下のtakuma職人 京都伏見店

第54位 炎のたにしくん 札幌すすきの店
第55位 反逆の138先輩 入間店

第52位 本日のネモト名人 八千代村上店
第53位 黒い秦先生 川崎大師店

第50位 二代目　ゆう姫 ダイバーシティ東京 プラザ店

第51位 戦犯ちょめ＠頑張る女王 横浜駅西口店

第48位 鋼鉄のりゅうせい先輩 吉祥寺店
第49位 月下のC店 高津店

第46位 天下のもえ二世 大宮店
第47位 月下のりょうた魔王 堺駅前店

第44位 炎のけんとプロ覇王 京都河原町店
第45位 雷神さやか将軍 富士店

第42位 レッドち ゃん 京都伏見店
第43位 青いRyoya 入間店

第40位 鋼鉄の平手友梨奈先輩 新潟店
第41位 天下のE選手 吉祥寺店

第38位 未来のたけと魔人 上尾店
第39位 TOM&JERRY 郡山店

第36位 　タセイク 梅田店
第37位 暴走のえる教授 函館店

第34位 戦慄のたくみ商人 前橋店
第35位 東洋のアンパン職人 岡山妹尾店

第32位 明日のつづみ降臨 横浜綱島店
第33位 万能のマルちゃん社長 京都伏見店

第30位 戦慄のたいきくん 東淀川店
第31位 沖縄の人彫り深い 高松店

第28位 戦慄の里帆屋 伊丹店
第29位 特攻のなべ一世 東大阪店

第26位 静かなそら組 アリオ柏店
第27位 未来のヒラ神 東淀川店

第24位 万能のタモ帝王 町田店

第25位 ポーカーしか勝たん 半田店

第22位 静かなりゅう屋 和歌山店

第23位 ボウリング甲子園ハンデやばすぎ 大宮店
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第102位 魔王のかけまる社長 南砂店
第103位 シグル味方くんな 南砂店

第100位 反逆のA元師 福山店
第101位 反逆のかのん三世 東大阪店

第98位 かにクリームコロッケ さいたま・上里店

第99位 花のようすけ女王 堺駅前店

第96位 真紅のあらし職人 さいたま・栗橋店

第97位 月下のくるみ竜王 静岡・駿河店

第94位 反逆のガチな方ですか降臨 長野店
第95位 上腕三頭筋 高槻店

第92位 まこたゃんふぁいたー 枚方店
第93位 暴走タカロット仙人 JR尼崎店

第90位 飢えたじん一族 浜大津アーカス店

第91位 あっちち 大分店

第88位 修羅ののんの一世 ららぽーと和泉店

第89位 花のよーき二世 川崎大師店

第86位 最強のはる将軍 さいたま・栗橋店

第87位 混沌のゆうだい主将 前橋店

第84位 愛のえこ大王 青森店
第85位 炎のみうら番長 横浜戸塚店

第82位 静かなミヤ店長 福岡天神店
第83位 花のしょーへい刑事 津・高茶屋店

第80位 愛のマックー社長 鳴海店
第81位 暴走あやめ部長 横浜戸塚店

第78位 三代目しょうご先生 岡山妹尾店
第79位 私達des 武蔵村山店

第76位 混沌のあーちゃん将軍 大分店
第77位 勇者ゆいな覇王 梅田店

第74位 混沌のひより大王 松山店
第75位 魂のしょちニズム降臨 モレラ岐阜店

第72位 青いshu城主 町田店
第73位 雷神久保たけふさ係長 堺中央環状店

第70位 悪魔のやまちゃ組 札幌すすきの店
第71位 悪魔のフネヤマ先生 川崎大師店

第68位 逆流性食道炎 朝霞店
第69位 芋けんぴ 青森店

第66位 怒れる合弁化仙人 中川1号線店
第67位 優しきカエデ魔人 JR尼崎店

第64位 風神みっつー一族 博多半道橋店
第65位 影のこころ王 鹿児島宇宿店

第62位 影の熱男軍師 朝霞店
第63位 HCA Bowling部 新潟店
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第144位 愛のゴキブリ化 盛岡店
第145位 ストライクチーム 宇都宮店

第142位 Mr.Children 上尾店
第143位 進撃のしょうた組 名古屋西春店

第140位 花のリョータ城主 ダイバーシティ東京 プラザ店

第141位 クリティカルヒロト 宇都宮店

第138位 天下の建暁部長 ららぽーと湘南平塚店

第139位 Bブ9 津・高茶屋店

第136位 頭脳のいっけー星人 宮崎店
第137位 エース率いる三銃士 横浜駅西口店

第134位 煌めくD職人 広島店
第135位 本日のしゅうと職人 函館店

第132位 二代目課長 福岡天神店
第133位 ｋとR 豊中店

第130位 怒れるあつ軍 岸和田店
第131位 二代目ありちゃん魔王 さいたま・鴻巣店

第128位 童 市川鬼高店
第129位 優しきソーシロー刑事 豊中店

第126位 明日のりょうとくん 広島店
第127位 最強の福山潤魔王 横浜戸塚店

第124位 優しきしゅう師匠 小倉店
第125位 二代目しょーご一世 札幌白石本通店

第122位 月下のごんちゃ狂 池袋店
第123位 二代目りょお隊長 市川鬼高店

第120位 炎のかいせい魔人 静岡・駿河店
第121位 暴走卍帝王 府中本町駅前店

第118位 二代目はると狂 松山店
第119位 勇者らんま荘 三宮駅前店

第116位 のえ 枚方店
第117位 飢えたたらちゃん軍 京都河原町店

第114位 旋律のゆうゆう女王 草加店
第115位 ヨシダ兄弟 モレラ岐阜店

第112位 鬼のるか屋 青森店
第113位 おっきいのあんあんどすえ 三宮駅前店

第110位 雷神ホソカッパ博士 大野城店
第111位 愛のおゆさん 博多半道橋店

第108位 影のはな魔王 武蔵村山店
第109位 青いさん 福島店

第106位 鬼のがくと将軍 東大阪店
第107位 チオシアン酸カリウム元帥 姫路飾磨店

第104位 黄昏のnaruoka先輩 ららぽーと湘南平塚店

第105位 特攻のKenshin職人 新潟店
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397第152位 優しきたくぽん隊長 札幌北21条店

第150位 暴走ゆうせい課長 守口店
第151位 黄昏の頼奈★魔王 板橋店

第148位 はいお母さん。 旭川店
第149位 初代がははくん 京都河原町店

第146位 勇者もち 武蔵村山店
第147位 エネルギー界面科学の異端児 浜大津アーカス店


