
スコア

935 ★決勝戦進出！

885 ★決勝戦進出！

883 ★決勝戦進出！

873 ★決勝戦進出！

840 ★決勝戦進出！

833 ★決勝戦進出！

832 ★決勝戦進出！

826 ★決勝戦進出！

820 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

806 ★決勝戦進出！

801 ★決勝戦進出！

800 ★決勝戦進出！

799 ★決勝戦進出！

795 ★決勝戦進出！

794 ★決勝戦進出！

792 ★決勝戦進出！

789 ★決勝戦進出！

783 ★決勝戦進出！

776 ★決勝戦進出！

773 ★決勝戦進出！

第20位 二代目ナミキ神 ららぽーと湘南平塚店

第21位 静かな体調管理姫 前橋店

第18位 反逆のA星人 府中本町駅前店

第19位 未来の楓刑事 金沢店

第16位 未来のReon店長 府中本町駅前店

第17位 修羅のりゅうせい星人 習志野店

第14位 黄昏の悠くん 札幌北21条店

第15位 悪魔のゼウス商人 長野店

第12位 青いしゅうご一族 中川1号線店

第13位 優しきスコアラー教授 東淀川店

第10位 優しきゆずき星人 札幌白石本通店

第11位 モンスト 和歌山店

第8位 Tom＆Jerry 郡山店

第9位 優しきレン店長 熊本店

第6位 本日のひらの先生 浜松店

第7位 月下の蒼一郎部長 高知店

第4位 あゆう102 市原店

第5位 修羅のE-saku魔女 横浜綱島店

第2位 戦慄の里帆屋 伊丹店

第3位 りくちの会 板橋店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 青い颯馬職人 横浜綱島店

月間全国大会選抜戦結果



773 ★決勝戦進出！

772 ★決勝戦進出！

771 ★決勝戦進出！
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第60位 赤いそら商人 奈良ミ･ナーラ店
第61位 teamジローラモ 高槻店

第58位 三代目やま二世 佐賀店
第59位 頭脳のトキヤ魔王 高槻店

第56位 グラスホッパーボウリング部 梅田店
第57位 黄昏のばんじ大臣 南砂店

第54位 破壊のえんしん軍師 函館店
第55位 東洋のG-star女王 守口店

第52位 ％ 奈良ミ･ナーラ店
第53位 MTKT 梅田店

第50位 丹生 加古川店
第51位 本日の夏希初段 鹿児島宇宿店

第48位 たいたい 宇都宮店
第49位 ののちゃん 岡山妹尾店

第46位 かめcat 福山店
第47位 修羅のひなたちゃんかわ部長 青森店

第44位 沈黙のみうまる狂 アリオ柏店
第45位 勇者ジャニオタ(深澤９ 旭川店

第42位 荒野のさきち竜王 福山店
第43位 三代目ROKU0528名人 さいたま・上里店

第40位 踊るみんちょ ららぽーと湘南平塚店

第41位 ちかちか 武蔵村山店

第38位 青いまさや姫 姫路飾磨店
第39位 勘違いマスターズ 枚方店

第36位 堕落だーくだく 札幌すすきの店
第37位 月下のケン狂 モレラ岐阜店

第34位 暴走渡邉珠吏一世 半田店
第35位 花のりょうま刑事 岸和田店

第32位 わんがん 加古川店
第33位 結だよ さいたま・上里店

第30位 悪魔の岩男組〆隊長係長 城東放出店
第31位 雷神ブライアン刑事 さいたま・上里店

第28位 阪神惜しかった 姫路飾磨店
第29位 魂の三世 浜松店

第26位 暴走Y＆I暴言 仙台苦竹店
第27位 黄昏のあや丸★星人 佐賀店

第24位 初代Masa係長 ららぽーと新三郷店

第25位 静かな原田仙人 秋田店

第22位 天下のD.A.一世 市川鬼高店

第23位 ここしお 市川鬼高店
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第102位 ドラゴン竜 八千代村上店
第103位 炎のだい選手 広島店

第100位 飢えたにょす名人 大分店
第101位 万能のまなみ選手 名古屋西春店

第98位 静かなかの大王 浜大津アーカス店

第99位 華麗なりんか選手 郡山店

第96位 宗教 青森店
第97位 明日の加藤福大さん 中川1号線店

第94位 おわこん 高知店
第95位 月下のしのやん魔女 堺駅前店

第92位 沈黙のみっつー課長 福岡天神店
第93位 優しいお姉さん　 さいたま・栗橋店

第90位 月下のともき課長 習志野店
第91位 踊るB商人 広島店

第88位 黄昏のぽんぽこ二世 豊中店
第89位 亀ちゃん練習済み 八千代村上店

第86位 すぐるです。 静岡・駿河店
第87位 鋼鉄のいっちゃん神 郡山店

第84位 華麗ないぶ博士 川崎大師店
第85位 黄昏のこういちー 草加店

第82位 煌めくかさはら博士 町田店
第83位 悪魔のとしまりこ商人 福岡天神店

第80位 鬼の大ちゃん城主 守口店
第81位 しもとりがけ 横浜駅西口店

第78位 うたすず 上尾店
第79位 修羅のよしゆき職人 豊橋店

第76位 進撃のやま二世 千種店
第77位 最強のひのん課長 朝霞店

第74位 真紅のYudai神 博多半道橋店
第75位 黄昏の大西先生師匠 津・高茶屋店

第72位 勇者なほ魔女 さいたま・栗橋店

第73位 星のダーブラつばさ 京都伏見店

第70位 ネオりきや魔女 半田店
第71位 明日の園芸特待生軍 千日前店

第68位 月下のなかしー？？一世 梅田店
第69位 炎のこたさん博士 仙台苦竹店

第66位 戦慄のほるもん元帥二世 新潟店
第67位 パーフェクトたまさん 札幌すすきの店

第64位 煌めくはると一世 宇都宮店
第65位 万能ひかる名人 福岡天神店

第62位 華麗な横浜泉店 川崎大師店
第63位 黄昏のみふか課長 鳴海店
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第144位 進撃のたはたは二世 高槻店
第145位 戦慄のsho番長 千種店

第142位 炎のA刑事 和歌山店
第143位 天上のり店長 富士店

第140位 雷神ジュン仙人 入間店
第141位 沈黙のパンくん竜王 入間店

第138位 雷神そーいち姫 ららぽーと新三郷店

第139位 踊るこっちゃん一族 豊橋店

第136位 金稼ごう 富士店
第137位 万能のかかかかか屋 さいたま・栗橋店

第134位 魂のはんでぃー三世 札幌白石本通店

第135位 鬼のゆい先生 吉祥寺店

第132位 東洋のBarleyte 草加店
第133位 風神とくえ隊長 金沢店

第130位 華麗なりょう部長 青森店
第131位 修羅のでち一族 沖縄・宜野湾店

第128位 二代目みさこ覇王 札幌すすきの店
第129位 悪魔のナタデココ屋 旭川店

第126位 白いｔｏａ社長 加古川店
第127位 白いおソノ商人 アリオ柏店

第124位 東久留米市 吉祥寺店
第125位 ḠÖ 宇都宮店

第122位 二代目しょう三世 市原店
第123位 だっちぃーず 福島店

第120位 混沌の山田城主 松山店
第121位 鬼の新田　真剣佑一族 東大阪店

第118位 風神F雷神 東大阪店
第119位 ぎこちない 東大阪店

第116位 あたま 宮崎店
第117位 三代目2000585655姫 JR尼崎店

第114位 東洋のヘモス三世 ららぽーと新三郷店

第115位 愛のゆず！主将 静岡・駿河店

第112位 しゅうなな 福島店
第113位 反逆のユウ城主 名古屋西春店

第110位 鬼のmiyu教授 モレラ岐阜店
第111位 明日のりく軍師 堺中央環状店

第108位 青いだい店長 熊本店
第109位 進撃のいちゅ教授 入間店

第106位 荒野の10Ｒさん 新潟店
第107位 初代ゆうた女王 高知店

第104位 沈黙のゆーだい部長 高津店
第105位 飢えた坂本北斗王 松山店
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第172位 戦慄のタカロット部長 豊中店
第173位 天上のさく部長 大野城店

第170位 破壊のタンザナイト竜王 静岡・駿河店
第171位 本日のさら博士 長野店

第168位 雷神はーる大王 堺駅前店
第169位 さる 高松店

第166位 最強のくじ先輩 千日前店
第167位 沈黙のA魔人 札幌北21条店

第164位 頭脳のてんてん初段 鹿児島宇宿店
第165位 ハイパーブラスター 福島店

第162位 荒野のらんま姫 三宮駅前店
第163位 明日の翔魔女 富士店

第160位 RKY イーアス春日井店

第161位 雷神ミカヅキ大臣 秋田店

第158位 華麗な不自由先生 盛岡店
第159位 二代目A神 岡山妹尾店

第156位 暴走もも名人 習志野店
第157位 東洋のせべこ三世 枚方店

第154位 頭脳のseina二世 津・高茶屋店
第155位 乱れたえみ課長 みえ川越IC店

第152位 真紅のゆきむら竜王 松山店
第153位 がきの集団 イーアス春日井店

第150位 にわとり屋敷ごぼーまん イーアス春日井店

第151位 優しきA一世 奈良ミ･ナーラ店

第148位 嘆きのsige覇王 岸和田店
第149位 戦慄のりょう魔人 大分店

第146位 天下のふーと選手 札幌白石本通店

第147位 悪魔の帝王 ダイバーシティ東京 プラザ店


