
スコア

882 ★決勝戦進出！

861 ★決勝戦進出！

855 ★決勝戦進出！

844 ★決勝戦進出！

844 ★決勝戦進出！

829 ★決勝戦進出！

821 ★決勝戦進出！

812 ★決勝戦進出！

797 ★決勝戦進出！

797 ★決勝戦進出！

794 ★決勝戦進出！

788 ★決勝戦進出！

776 ★決勝戦進出！

772 ★決勝戦進出！

769 ★決勝戦進出！

764 ★決勝戦進出！

761 ★決勝戦進出！

757 ★決勝戦進出！

756 ★決勝戦進出！

754 ★決勝戦進出！

749 ★決勝戦進出！

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 明日のゆずき初段 札幌白石本通店

第2位 最強のプチョコンドB教授 高槻店

第3位 もも 豊橋店

第4位 りくちの会in板橋 板橋店

第5位 雷神SPL校長 富士店

第6位 ひろゆき 札幌白石本通店

第7位 あゆう912 市原店

第8位 ザバスヨーグルト味 城東放出店

第9位 二代目しょーき二世 姫路飾磨店

第10位 鬼のスコアラーくん 東淀川店

第11位 月下のなおき覇王 高槻店

第12位 愛のE-saku星人 横浜綱島店

第13位 破壊のこうや元帥 町田店

第14位 荒野のかな師匠 京都伏見店

第15位 戦慄の里帆屋 伊丹店

第16位 風神けんた仙人 千日前店

第17位 影のどゅー三世 沖縄・宜野湾店

第18位 嘆きのすばる王 名古屋西春店

第19位 初代ユウダイ三世課長 奈良ミ･ナーラ店

第20位 天下のごうくん覇王 梅田店

第21位 魂のしほ軍 札幌すすきの店

月間全国大会選抜戦結果



744 ★決勝戦進出！

742 ★決勝戦進出！

738 ★決勝戦進出！
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第22位 勇者まさや魔女 金沢店

第23位 本日のＴ2神 鳴海店

第24位 黄昏のshota校長 吉祥寺店

第25位 嘆きのみふかさん 鳴海店
第26位 愛の jujuju狂 池袋店
第27位 真紅のぽんぽこ二世 豊中店
第28位 黄昏の丹生王 加古川店
第29位 炎のなる社長 松山店
第30位 あ 町田店
第31位 華麗なみんちょ商人 ららぽーと湘南平塚店

第32位 魂のトミー先生 名古屋西春店
第33位 赤い、博士 高松店
第34位 優しき先生 浜松店
第35位 怒れるすぐるさん 静岡・駿河店
第36位 沈黙のりゅう店長 和歌山店
第37位 影のマツウラレオ刑事 高槻店
第38位 優しきかに隊長 和歌山店
第39位 もやしのなむる先生 富士店
第40位 のど○ 札幌すすきの店
第41位 優しきつづみ一族 横浜綱島店
第42位 万能のこうまさん 堺中央環状店
第43位 RN 沖縄・宜野湾店
第44位 二代目シオン軍師 守口店
第45位 東洋のよしゆき一族 豊橋店
第46位 風神るんこ姫 さいたま・栗橋店

第47位 風神レン魔女 熊本店
第48位 鬼のゆい大臣 東大阪店
第49位 三代目たかし姫 半田店
第50位 荒野のあおい隊長 広島店
第51位 せなり軍団 大宮店
第52位 東洋のえま刑事 アリオ柏店
第53位 戦慄のくじ校長 梅田店
第54位 反逆のりゅうとん組 旭川店
第55位 修羅のまなみ一族 池袋店
第56位 東京農大卍会 さいたま・鴻巣店

第57位 月下のシューマイ二世 東淀川店
第58位 おーのくらゆーき 宮崎店
第59位 黒いさいとー先生 武蔵村山店
第60位 修羅のひまり仙人 福山店
第61位 しもとりがけ 横浜駅西口店
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第62位 反逆のKazu二世 堺駅前店
第63位 勇者あきと部長 大野城店
第64位 頭脳のゆい課長 八千代村上店
第65位 初代馬龍将軍 八千代村上店
第66位 二代目はんでぃー一世 札幌白石本通店

第67位 勇者さく将軍 福島店
第68位 社畜バンザイ！！ 福島店
第69位 青いかいり大臣 京都伏見店
第70位 ガチ 浜松店
第71位 ぱすみわん 吉祥寺店
第72位 怒れる手洗い番長軍 ダイバーシティ東京 プラザ店

第73位 チンパンジーです 川崎大師店
第74位 混沌のしょーご隊長 三宮駅前店
第75位 反逆のりょうた主将 東淀川店
第76位 勇者Ryusei課長 沖縄・宜野湾店
第77位 特攻のハヤ軍 上尾店
第78位 青いゆうと教授 津・高茶屋店
第79位 未来のShoma名人 浜大津アーカス店

第80位 ネオruka神 ららぽーと新三郷店

第81位 青いC組 富士店
第82位 嘆きの吹雪商人 東大阪店
第83位 黒い黒豆神 守口店
第84位 Tom＆Jerry 郡山店
第85位 沈黙のｔａｋａｔｏくん 浜大津アーカス店

第86位 白いすずこさん 上尾店
第87位 魂のけっち主将 横浜綱島店
第88位 炎のまきけい魔女 函館店
第89位 愛の2007205822初段 堺駅前店
第90位 月下のゆうだい課長 千日前店
第91位 青いたくみん魔女 宮崎店
第92位 魂のま係長 津・高茶屋店
第93位 華麗なMayu仙人 町田店
第94位 大日本帝国の若獅子 山梨・石和店
第95位 バチイケ集団 青森店
第96位 最強のせな名人 郡山店
第97位 荒野の姫元帥 金沢店
第98位 真紅のありん社長 旭川店
第99位 未来の太陽係長 JR尼崎店
第100位 華麗なれな魔女 豊中店
第101位 天然記念物 中川1号線店
第102位 頭脳の拓部長 金沢店
第103位 アカバラ 鹿児島宇宿店
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第104位 踊るかいと博士 津・高茶屋店
第105位 万能のこーへい課長 ららぽーと湘南平塚店

第106位 新井さんと愉快な仲間たち さいたま・上里店

第107位 影のAir狂 札幌すすきの店
第108位 黄昏のゆーや仙人 奈良ミ･ナーラ店
第109位 天上のROKU0528降臨 さいたま・上里店

第110位 風神たっきー覇王 加古川店
第111位 悪魔のまる組 盛岡店
第112位 まめ さいたま・栗橋店

第113位 戦慄のゆいと 静岡・駿河店
第114位 明日のぴりん大王 長野店
第115位 勇者アワビパイセン竜王 三宮駅前店
第116位 くおん 池袋店
第117位 悪魔のけいすけ職人 中川1号線店
第118位 白いゆうた仙人 高知店
第119位 初代ゾエッシー博士 大分店
第120位 炎のSafari降臨 ダイバーシティ東京 プラザ店

第121位 踊るおかひび隊長 博多半道橋店
第122位 修羅のじん博士 京都伏見店
第123位 真紅のふく選手 朝霞店
第124位 万能のほり魔女 吉祥寺店
第125位 反逆のRoddick将軍 長野店
第126位 明日のしょうき王 半田店
第127位 真紅のてん課長 佐賀店
第128位 三代目たまごかけ番長 高津店
第129位 ＹＳＬ 福島店
第130位 煌めくあべかい屋 大分店
第131位 てぃすく 高知店
第132位 鋼鉄のたいきんぐ刑事 府中本町駅前店

第133位 優しきa仙人 浜松店
第134位 天下のチュウケンシ名人 朝霞店
第135位 悪魔のあおがみ竜王 徳島・万代店
第136位 混沌のしゅーた魔人 さいたま・鴻巣店

第137位 東洋のラファエル係長 大宮店
第138位 乱れたタクペス竜王 JR尼崎店
第139位 進撃のマヒロ仙人 南砂店
第140位 雷神ダイキ選手 八千代村上店
第141位 ネオいっき教授 アリオ柏店
第142位 嘆きのばんじ女王 南砂店
第143位 嘆きのゆーま魔女 城東放出店
第144位 炎のカサカサ王 さいたま・栗橋店

第145位 荒野の颯元帥 岸和田店
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第146位 優しきなな降臨 岡山妹尾店
第147位 青いSKR将軍 宇都宮店
第148位 花のりおん部長 高知店
第149位 花の切畑組 宮崎店
第150位 三代目なお狂 ららぽーと和泉店

第151位 風神諒太仙人 旭川店
第152位 魂のsyoki 東大阪店
第153位 頭脳のかんなちん降臨 長野店
第154位 雷神とも将軍 宇都宮店
第155位 勇者A王 豊中店
第156位 嘆きのタク課長 大分店
第157位 風神翔先輩 熊本店
第158位 万能のふっかー☆くん 朝霞店
第159位 万能のマグロの煮付け組 小倉店
第160位 悪魔のみーお三世 枚方店
第161位 パイレーツツgo 高津店
第162位 真紅のらいと軍師 岡山妹尾店
第163位 黒いIY職人 佐賀店
第164位 影のBy1223名人 中川1号線店
第165位 混沌のａ番長 青森店
第166位 飢えたしょうせい社長 佐賀店
第167位 ネオけい魔人 松山店
第168位 華麗なりょうすけ商人 習志野店
第169位 雷神10R竜王 新潟店
第170位 鬼のつばさ狂 浜大津アーカス店

第171位 きらゆゆきな 守口店
第172位 暴走ユキ部長 草加店


