
スコア

911 ★決勝戦進出！

909 ★決勝戦進出！

893 ★決勝戦進出！

890 ★決勝戦進出！

890 ★決勝戦進出！

886 ★決勝戦進出！

853 ★決勝戦進出！

853 ★決勝戦進出！

846 ★決勝戦進出！

846 ★決勝戦進出！

845 ★決勝戦進出！

839 ★決勝戦進出！

821 ★決勝戦進出！

819 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

798 ★決勝戦進出！

788 ★決勝戦進出！

781 ★決勝戦進出！

780 ★決勝戦進出！

776 ★決勝戦進出！

774 ★決勝戦進出！

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 大野城です。 大野城店

第2位 NMA 福島店

第3位 北海道オールスターズ2 札幌すすきの店

第4位 反逆の番長 岸和田店

第5位 まなまい 郡山店

第6位 こーでぃが足引っ張ります 入間店

第7位 石川組構成員 板橋店

第8位 すし 東大阪店

第9位 福岡めんたいこ 博多半道橋店

第10位 ネオみっう姫 アリオ柏店

第11位 チーム名募集中 青森店

第12位 かつじ引退よろ 伊丹店

第13位 炎のTS軍 南砂店

第14位 クロブリ!? 横浜駅西口店

第15位 あぶりや阪急梅田店 梅田店

第16位 ☆Ｒ＆Ｔ☆ 福山店

第17位 栗まんじゅう 吉祥寺店

第18位 りくちとおだごん 板橋店

第19位 ヘキサゴンファミリー 福島店

第20位 最強パークコンビ 宇都宮店

第21位 なんだろう 郡山店

月間全国大会選抜戦結果



771 ★決勝戦進出！

761 ★決勝戦進出！

758 ★決勝戦進出！
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第22位 万能のRyuuuuuuuu将軍 枚方店

第23位 優しきイワケン師匠 奈良ミ･ナーラ店

第24位 花のあわと社長 佐賀店

第25位 kyushu 福岡天神店
第26位 暴走とももも星人 千種店
第27位 混沌の磯貝商人 府中本町駅前店

第28位 上手に焼けました 金沢店
第29位 愛のkeiji三世 武蔵村山店
第30位 TKN 広島店
第31位 破壊のゆら魔人 市川鬼高店
第32位 天上のあさ店長 吉祥寺店
第33位 華麗なまさ魔王 岡山妹尾店
第34位 飢えたゆうすけ店長 町田店
第35位 華麗なしょう組 大野城店
第36位 うりたち 横浜駅西口店
第37位 natty 伊丹店
第38位 万能のレン屋 熊本店
第39位 反逆のりる選手 札幌北21条店
第40位 鋼鉄のゆーあ博士 小倉店
第41位 二代目せんぼく組 札幌北21条店
第42位 特攻のアツ軍師 みえ川越IC店
第43位 ひろゆき 札幌白石本通店

第44位 嘆きのYoga先輩 豊橋店
第45位 鬼のしゅう校長 三宮駅前店
第46位 イワシとひろき 上尾店
第47位 白いたかまる一世 京都河原町店
第48位 天下の帝王 佐賀店
第49位 沈黙のhiroki職人 町田店
第50位 静かなヒロシ魔王 川崎大師店
第51位 天下の児玉狂 札幌すすきの店
第52位 あゆう721 市原店
第53位 白い宮田大臣 ららぽーと湘南平塚店

第54位 怒れるアスカ組 横浜戸塚店
第55位 高回転ボウラー 加古川店
第56位 オジロザウルス 仙台苦竹店
第57位 鬼の五郎丸係長 奈良ミ･ナーラ店
第58位 花のまっつぉ番長 千日前店
第59位 破壊のシートン軍師 みえ川越IC店
第60位 キャッツカフェ蒲郡ボウリング部 豊橋店
第61位 未来の紫式部魔人 八千代村上店
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第62位 空飛ぶシラコ2 朝霞店
第63位 2代目メラルー副社長 京都伏見店
第64位 やまたいしか勝たん 市川鬼高店
第65位 逆流性食道炎 朝霞店
第66位 チーム山川プロ モレラ岐阜店
第67位 東洋のひろと大王 堺駅前店
第68位 頭脳のえたじま元帥 川崎大師店
第69位 悪魔のけんと魔王 横浜駅西口店
第70位 日シリ8連勝あざっす！w 和歌山店
第71位 白いゆーた選手 上尾店
第72位 破壊のみっこ教授 岡山妹尾店
第73位 えぴりたす 静岡・駿河店
第74位 沈黙の白春夢係長 新潟店
第75位 悪魔のShoma魔人 浜大津アーカス店

第76位 戦慄のK大臣 上尾店
第77位 万能のそら主将 高知店
第78位 鋼鉄のたいき将軍 東大阪店
第79位 村瀬組 名古屋西春店
第80位 初代10R刑事 新潟店
第81位 同中同盟 東淀川店
第82位 鋼鉄のしゅーと社長 東淀川店
第83位 魂のりゅうき魔女 八千代村上店
第84位 暴走しょーご仙人 和歌山店
第85位 進撃の職人 前橋店
第86位 反逆の飛龍仙人 仙台苦竹店
第87位 修羅のりょうた主将 堺駅前店
第88位 本日のMasa屋 小倉店
第89位 煌めく雄太郎仙人 東大阪店
第90位 破壊のひろる将軍 福山店
第91位 戦慄のゆず大臣 府中本町駅前店

第92位 破壊の颯玖元帥 町田店
第93位 breakthrough 宇都宮店
第94位 嘆きのピーちゃん先生 大宮店
第95位 明日のハルキ課長 岸和田店
第96位 月下のｓｙｏｔａ魔人 守口店
第97位 悪魔の大爆殺神ダイナマイト三世 横浜戸塚店
第98位 愛のNova軍師 吉祥寺店
第99位 非公式技大ボウリング部 新潟店
第100位 白いヨシコ神 アリオ柏店
第101位 勇者智紀仙人 ららぽーと湘南平塚店

第102位 影さん 加古川店
第103位 鋼鉄のツッチー軍 横浜戸塚店
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第104位 バッタがバッターで踏んバッター 山梨・石和店
第105位 ペカりの嵐 浜松店
第106位 修羅魔人 郡山店
第107位 コメダ 津・高茶屋店
第108位 白いりょうま主将 高松店
第109位 悪魔のR.TANAKA一族 市原店
第110位 勇者 盛岡店
第111位 華麗な海翔名人 高槻店
第112位 特攻のそうちゃん大臣 広島店
第113位 あきゅーと 東淀川店
第114位 かにクリームコロッケ さいたま・上里店

第115位 東洋のよっしー校長 長野店
第116位 赤いそーた大王 さいたま・栗橋店

第117位 未来のゆーと商人 入間店
第118位 白いRyoya一世 入間店
第119位 静かなタカダ部長 岸和田店
第120位 月下のたかは名人 守口店
第121位 進撃のしゅうと魔人 大宮店
第122位 iphone 浜松店
第123位 月下の課長 高松店
第124位 頭脳の快斗係長 姫路飾磨店
第125位 愛のわこう先輩 名古屋西春店
第126位 万能のじゅんさん 高津店
第127位 混沌のken隊長 さいたま・栗橋店

第128位 乱れたフッセー安堵 さいたま・上里店

第129位 愛のpusuke一世 小倉店
第130位 混沌のsuis一族 朝霞店
第131位 破壊の8810軍師 モレラ岐阜店
第132位 混沌のちふゆ初段 さいたま・上里店

第133位 沈黙の齋藤飛鳥竜王 市川鬼高店


