
スコア

941 ★決勝戦進出！

910 ★決勝戦進出！

897 ★決勝戦進出！

868 ★決勝戦進出！

858 ★決勝戦進出！

846 ★決勝戦進出！

832 ★決勝戦進出！

816 ★決勝戦進出！

809 ★決勝戦進出！

801 ★決勝戦進出！

795 ★決勝戦進出！

795 ★決勝戦進出！

790 ★決勝戦進出！

790 ★決勝戦進出！

788 ★決勝戦進出！

786 ★決勝戦進出！

785 ★決勝戦進出！

778 ★決勝戦進出！

771 ★決勝戦進出！

769 ★決勝戦進出！

765 ★決勝戦進出！

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

第2位 黄昏のこうや三世 町田店

第3位 脊柱起立筋 高槻店

第4位 ソルティライチ 中川1号線店

第5位 やまぐちたゐやふ 守口店

第6位 ネオけいすけ姫 市原店

第7位 戦慄の里帆屋 伊丹店

第8位 海人 伊丹店

第9位 未来のぽんぽこ係長 豊中店

第10位 荒野のcoo師匠 横浜綱島店

第11位 スイアレ班 中川1号線店

第12位 飢えた岩男組〆隊長教授 城東放出店

第13位 天上のゆーた名人 ららぽーと湘南平塚店

第14位 ネオけんとプロ番長 京都河原町店

第15位 初代かけるぅ星人 南砂店

第16位 最凶のちょめちょめ大王 ららぽーと湘南平塚店

第17位 華麗なスライム刑事 半田店

第18位 炎のserin王 札幌すすきの店

第19位 破壊の楓王 金沢店

第20位 あなたのハートにロックオン! 高松店

第21位 あっちち 大分店
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756 ★決勝戦進出！

751 ★決勝戦進出！

750 ★決勝戦進出！

748
743
740
739
735
734
731
731
730
729
729
729
727
727
723
723
721
718
717
717
716
715
714
712
711
710
706
704
699
699
698
695
692
687
687
685
685

第22位 東洋大臣 宇都宮店

第23位 華麗なこんどー星人 名古屋西春店

第24位 万能のシュート選手 みえ川越IC店

第25位 煌めくひさん 池袋店
第26位 赤いA刑事 岡山妹尾店
第27位 天下のShoma課長 浜大津アーカス店

第28位 反逆のなおき校長 高槻店
第29位 おなかーれ。 豊橋店
第30位 真紅のかいと女王 ダイバーシティ東京 プラザ店

第31位 静かなことみ商人 横浜綱島店
第32位 三代目アミヒラ先輩 千種店
第33位 修羅の翔太店長 川崎大師店
第34位 未来のハタノアラシ商人 豊橋店
第35位 悪魔のレン社長 熊本店
第36位 天下の初見さん魔王 南砂店
第37位 赤いシューや教授 奈良ミ･ナーラ店
第38位 未来の喜友名航軍 宮崎店
第39位 煌めく紫の覇王 前橋店
第40位 魂のけぬごん軍 名古屋西春店
第41位 湘卍 横浜駅西口店
第42位 みらいのヒロフミ魔女 鳴海店
第43位 炎のRyoya隊長 入間店
第44位 もも 豊橋店
第45位 万能のひらの二世 浜松店
第46位 明日のｍｉｒｕ選手 中川1号線店
第47位 踊るゆ組 京都伏見店
第48位 黄昏のかなと主将 梅田店
第49位 神漫画、「神之塔」を読め！ 池袋店
第50位 魂のよーへい神 ららぽーと湘南平塚店

第51位 怒れるあいり商人 前橋店
第52位 月下のりゅうだい名人 東淀川店
第53位 破壊のすぎしまむ商人 みえ川越IC店
第54位 煌めくじゅんや部長 堺駅前店
第55位 勇者ノノ商人 上尾店
第56位 明日のりゅう一族 和歌山店
第57位 特攻のおかもつ将軍 大野城店
第58位 最強のゆうま教授 ららぽーと和泉店

第59位 THTG 梅田店
第60位 煌めくりょう教授 川崎大師店
第61位 魂の佳斗二世 草加店
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第62位 花の大ちゃん大王 奈良ミ･ナーラ店
第63位 悪魔のしょーき城主 姫路飾磨店
第64位 怒られる吉野＆塚瀬の魔女 習志野店
第65位 三代目衛藤ゆうき大王 浜松店
第66位 鬼のトア教授 浜大津アーカス店

第67位 赤いオールマイト将軍 福島店
第68位 Tom&Jerry 郡山店
第69位 タイワン 大分店
第70位 M・n 岸和田店
第71位 荒野の若林主将 福山店
第72位 北村ゆめき今井なな 守口店
第73位 赤いまきくん 富士店
第74位 愛のももか 大臣 アリオ柏店
第75位 華麗な山本哲平王 新潟店
第76位 静かなけいと神 草加店
第77位 万能のプチョコンドB覇王 高槻店
第78位 天上のワナ魔人 東大阪店
第79位 嘆きの伸伸屋 ダイバーシティ東京 プラザ店

第80位 東洋のチュウケンシ一族 朝霞店
第81位 魂のニカホク校長 上尾店
第82位 黒いあつし覇王 高松店
第83位 白いひろき社長 吉祥寺店
第84位 優しきかいと番長 富士店
第85位 team戦犯 千日前店
第86位 鋼鉄のスメアゴルさん 高知店
第87位 明日のはやと姫 浜大津アーカス店

第88位 特攻のふーと大臣 札幌白石本通店

第89位 風神すぐるさん 静岡・駿河店
第90位 青いとよ魔女 徳島・万代店
第91位 京都 京都河原町店
第92位 ピーナッツ 札幌すすきの店
第93位 修羅のshota師匠 吉祥寺店
第94位 飢えたゆーや校長 奈良ミ･ナーラ店
第95位 勇者フミ博士 小倉店
第96位 黒いユウタロウ番長 町田店
第97位 しなちゃん 函館店
第98位 はなまる真面目な魔神 JR尼崎店
第99位 嘆きのpapa将軍 南砂店
第100位 暴走シートン先輩 みえ川越IC店
第101位 特攻のゼウス一族 長野店
第102位 愛の2000293321一世 前橋店
第103位 ネオシュメス教授 千種店
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第104位 万能の拓人元帥 さいたま・栗橋店

第105位 黒い軍師 浜松店
第106位 明日のA教授 さいたま・栗橋店

第107位 華麗なたくちん初段 姫路飾磨店
第108位 げろろんず 板橋店
第109位 本日のみふか初段 千種店
第110位 天上のゆうた部長 ららぽーと新三郷店

第111位 嘆きのまささん モレラ岐阜店
第112位 田中の誇り アリオ柏店
第113位 飢えたたいが姫 習志野店
第114位 平均身長164㎝。 函館店
第115位 暴走Maskin職人 青森店
第116位 沈黙のトム魔女 市川鬼高店
第117位 鬼のやまと社長 半田店
第118位 立花学園 ららぽーと湘南平塚店

第119位 勇者Shunt仙人 津・高茶屋店
第120位 破壊のたかと城主 鹿児島宇宿店
第121位 鋼鉄のYu初段 モレラ岐阜店
第122位 勇者みゆう店長 JR尼崎店
第123位 進撃のコウダイ女王 枚方店
第124位 黒いたっきーさん 大分店
第125位 未来のゆい係長 豊中店
第126位 修羅のえみる魔人 ららぽーと和泉店

第127位 悪魔のゆか竜王 さいたま・鴻巣店

第128位 進撃の颯 東大阪店
第129位 暴走あたこ将軍 市川鬼高店
第130位 三代目りんりん係長 枚方店
第131位 赤いしょう刑事 小倉店
第132位 川崎ロッキーズ 高津店
第133位 三代目ゆずさん 府中本町駅前店

第134位 破壊のRi04さん 宇都宮店
第135位 青いこーだい師匠 札幌北21条店
第136位 悪魔のリン狂 さいたま・鴻巣店

第137位 生年月日 三宮駅前店
第138位 戦慄のくんさん組 和歌山店
第139位 反逆のみっちゃん三世 アリオ柏店
第140位 進撃のA大臣 津・高茶屋店
第141位 黄昏のCan帝王 宮崎店
第142位 戦慄のまんぼー二世 城東放出店
第143位 踊るkazu社長 堺駅前店
第144位 破壊の裕介くん 枚方店
第145位 進撃のしょーちゃん商人 武蔵村山店
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第146位 沈黙のみく姫 静岡・駿河店
第147位 華麗なshu三世 町田店
第148位 イオンウォーター 福島店
第149位 YOSEIJAPAN4 ららぽーと湘南平塚店

第150位 Y.T さいたま・鴻巣店

第151位 荒野のナオヤ二世 長野店
第152位 悪魔の９大王 札幌白石本通店

第153位 天下のしんじ魔女 吉祥寺店
第154位 炎のあ軍師 福島店

第155位 恐れるやまちゃ元師 札幌すすきの店

第156位 あたまかなや 高松店

第157位 暴走くぼたあいな校長 札幌白石本通店

第158位 白いそうちゃん！教授 武蔵村山店

第159位 暴走いさと教授 豊中店

第160位 スーパーマン！コーヒーライター 京都伏見店

第161位 初代りく大臣 京都河原町店

第162位 勇者jk軍師 ダイバーシティ東京 プラザ店

第163位 明日のはー組 さいたま・栗橋店

第164位 影のしょ職人 堺中央環状店

第165位 三代目山下姫 宮崎店

第166位 ほくちく 福岡天神店

第167位 特攻のマッキー二世 東大阪店


