
スコア

972 ★決勝戦進出！

964 ★決勝戦進出！

937 ★決勝戦進出！

898 ★決勝戦進出！

871 ★決勝戦進出！

870 ★決勝戦進出！

866 ★決勝戦進出！

864 ★決勝戦進出！

855 ★決勝戦進出！

854 ★決勝戦進出！

850 ★決勝戦進出！

834 ★決勝戦進出！

833 ★決勝戦進出！

832 ★決勝戦進出！

822 ★決勝戦進出！

819 ★決勝戦進出！

819 ★決勝戦進出！

817 ★決勝戦進出！

817 ★決勝戦進出！

813 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 最強ツーハンドトリオ 姫路飾磨店

第2位 板橋の名門りくちの会 板橋店

第3位 鋼鉄のゆずき仙人 札幌白石本通店

第4位 東洋のりく覇王 沖縄・宜野湾店

第5位 特攻のＢ刑事 沖縄・南風原店

第6位 おはようテニス アリオ柏店

第7位 あゆう1120 市原店

第8位 黄昏のレモン教授 板橋店

第9位 Masa’ｓ 東淀川店

第10位 しょーき 姫路飾磨店

第11位 明日の松田翔夢 沖縄・宜野湾店

第12位 進撃のみっつ 浜大津アーカス店

第13位 影のよんちゃん女先生 佐賀店

第14位 飢えたスコアラー二世 東淀川店

第15位 修羅の大ちゃん名人 守口店

第16位 売れないホストいわお 城東放出店

第17位 煌めくY教授 仙台苦竹店

第18位 鬼のりゅう先輩 和歌山店

第19位 修羅のE-saku初段 横浜綱島店

第20位 亀ちゃん練習済み 八千代村上店

第21位 チーム警固公園 梅田店

月間全国大会選抜戦結果



806 ★決勝戦進出！

801 ★決勝戦進出！

800 ★決勝戦進出！
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第22位 青い親指姫 横浜綱島店

第23位 鬼のコニエスタ社長 横浜綱島店

第24位 静かなけい一族 沖縄・宜野湾店

第25位 月下のりょうたす大臣 城東放出店
第26位 踊るとしひこさん 札幌北21条店
第27位 暴走たいむ係長 鳴海店
第28位 戦慄の里帆屋 伊丹店
第29位 天下のあゆむくん みえ川越IC店
第30位 丹生 加古川店
第31位 真紅のせんぼく先生 札幌北21条店
第32位 破壊のゆうさく名人 徳島・万代店
第33位 嘆きのりょう選手 高槻店
第34位 Tom&Jerry 郡山店
第35位 ちーむすーも 浜松店
第36位 雷神Kouki組 吉祥寺店
第37位 明日のかいと覇王 朝霞店
第38位 わなれ 枚方店
第39位 愛のともき覇王 沖縄・南風原店
第40位 特攻のしんと元帥 アリオ柏店
第41位 勇者藤本健太組 イーアス春日井店

第42位 青い楓刑事 金沢店
第43位 華麗なかんつ屋 八千代村上店
第44位 もえゆう 福岡天神店
第45位 破壊のジンシロウ職人 岸和田店
第46位 花のトキヤ女王 高槻店
第47位 勇者ジュン二世 池袋店
第48位 やっぱり戦犯 千日前店
第49位 雷神こうせい帝王 モレラ岐阜店
第50位 混沌のねる初段 札幌すすきの店
第51位 特攻のｙａｍａ・ム・城主 佐賀店
第52位 沈黙の悠一族 札幌北21条店
第53位 花のせいら部長 モレラ岐阜店
第54位 てぃすく 高知店
第55位 三代目ゆず！係長 静岡・駿河店
第56位 特攻の那須川だいき大王 市原店
第57位 万能の山下元帥 宮崎店
第58位 風神きょうま魔王 市川鬼高店
第59位 ネオみよち城主 板橋店
第60位 戦慄の3歳児屋 奈良ミ･ナーラ店
第61位 真紅のy.o大王 博多半道橋店
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第62位 赤いじゃがいも師匠 大分店
第63位 頭脳のせんどぅーどぅー大王 堺駅前店
第64位 悪魔のアインシュタイン大王 横浜駅西口店
第65位 白いしょうた選手 東淀川店
第66位 鬼のひのん三世 池袋店
第67位 台パンさいこー 旭川店
第68位 二代目マシュマロ軍師 中川1号線店
第69位 ポンタ 横浜駅西口店
第70位 赤い山川陸部長 沖縄・南風原店
第71位 北信OB 福島店
第72位 タイセイ 梅田店
第73位 怒れるよしゆき校長 豊橋店
第74位 影のUTAH　JAZZくん 市原店
第75位 最強のAir一世 札幌すすきの店
第76位 進撃のSORA初段 奈良ミ･ナーラ店
第77位 せなり軍団 大宮店
第78位 混沌のアッキー師匠 小倉店
第79位 月下のたはたは城主 高槻店
第80位 本日の10Ｒ主将 新潟店
第81位 愛のさきち先生 福山店
第82位 飢えたともき魔女 市川鬼高店
第83位 ここね&りおん 大宮店
第84位 踊るシュン先輩 名古屋西春店
第85位 沈黙のウクル屋 モレラ岐阜店
第86位 魂のぬまべ将軍 仙台苦竹店
第87位 華麗なくどぅー初段 朝霞店
第88位 天才しょうき様 城東放出店
第89位 魂のるた仙人 入間店
第90位 黒いしゅうた帝王 ららぽーと和泉店

第91位 ネオよしき博士 イーアス春日井店

第92位 荒野のA大臣 岡山妹尾店
第93位 反逆のB姫 武蔵村山店
第94位 優しきA一世 高松店
第95位 鋼鉄のゆうき隊長 徳島・万代店
第96位 豆 さいたま・栗橋店

第97位 天上のゆり職人 豊中店
第98位 いろなつ 豊中店
第99位 絆☆ 名古屋西春店
第100位 鬼のまいき社長 三宮駅前店
第101位 YOSEIJAPAN6 ららぽーと湘南平塚店

第102位 暴走元帥 旭川店
第103位 影のようすけ帝王 ダイバーシティ東京 プラザ店



644
643
643
643
642
642
641
641
641
638
638
638
637
636
635
634
634
633
633
631
630
628
628
627
627
625
625
625
625
623
621
619
619
619
618
617
617
617
615
615
613
612

第104位 魂の山具合さん 津・高茶屋店
第105位 天下のきのこ降臨 宇都宮店
第106位 嘆きのＭＯＥＫＯ商人 福山店
第107位 華麗なミレイ神 武蔵村山店
第108位 頭脳の田坂 涼真城主 浜大津アーカス店

第109位 風神sige校長 岸和田店
第110位 飢えたとわさん 福山店
第111位 ジョナジョナ 府中本町駅前店

第112位 愛怜 富士店
第113位 勇者のA魔王 高知店
第114位 黄昏のMasa社長 ららぽーと新三郷店

第115位 かけもちFC 仙台苦竹店
第116位 ５番ピン 上尾店
第117位 青いりょうた番長 高松店
第118位 黒い伝説の買収者一世 ららぽーと新三郷店

第119位 煌めくYUI知店長 イーアス春日井店

第120位 愛のあつし魔人 高松店
第121位 鬼のharuki初段 上尾店
第122位 飢えたkotaroくん 前橋店
第123位 漆黒のドラゴンフレイム アリオ柏店
第124位 東洋のぐしと部長 岡山妹尾店
第125位 赤いまさひろ商人 京都伏見店
第126位 混沌のたいようくん 浜松店
第127位 飢えたこんま名人 習志野店
第128位 怒れるHiro大王 宇都宮店
第129位 黄昏のつき竜王 郡山店
第130位 最強のDOBERMAN三世 富士店
第131位 13119038 高津店
第132位 明日の俺神軍師 半田店
第133位 悪魔のごっちゃん仙人 京都河原町店
第134位 頭脳のＧＵＲＯちゃん覇王 町田店
第135位 魂のりょうた教授 堺駅前店
第136位 嘆きのどひ名人 ららぽーと湘南平塚店

第137位 万能のニュウドウカジカ名人 鳴海店
第138位 進撃ののあのあ先生 半田店
第139位 OT男 函館店
第140位 白いそすけ元帥 青森店
第141位 修羅のえれ名人 旭川店
第142位 月下のともき姫 宮崎店
第143位 乱れたまーさ魔人 佐賀店
第144位 雷神motoさん 長野店
第145位 修羅のやまなか隊長 市川鬼高店
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第146位 反逆のひな職人 ららぽーと和泉店

第147位 乱れた瑠唯大王 加古川店
第148位 特攻のふみ城主 熊本店
第149位 魔のMusai社 博多半道橋店
第150位 初代じょー王 町田店
第151位 最強のひさき先輩 千種店
第152位 愛 浜松店
第153位 鬼のkanon神 川崎大師店
第154位 愛のるい大臣 浜大津アーカス店

第155位 鬼のぽんぽこ先生 豊中店
第156位 混沌のブレスMAN一族 高知店
第157位 勇者なりぷー狂 大宮店
第158位 荒野のたけし女王 松山店
第159位 暴走たよ三世 府中本町駅前店

第160位 優しきタマ将軍 宮崎店
第161位 反逆のるてん一世 川崎大師店
第162位 反逆のげんた選手 三宮駅前店
第163位 天下のゆーや軍師 ららぽーと湘南平塚店

第164位 月下のりゅうき組 草加店
第165位 乱れたたいち軍 南砂店
第166位 嘆きのかっくん課長 朝霞店
第167位 オオミヤエンダ 秋田店
第168位 ゆーそ〆Ｚ卍 静岡・駿河店
第169位 明日のmasanori仙人 高津店
第170位 東洋のひいろ大臣 徳島・万代店
第171位 黒いNachi軍 岡山妹尾店
第172位 こだまーず 札幌すすきの店
第173位 進撃のかいき刑事 中川1号線店
第174位 愛のゼウス狂 長野店
第175位 山際研 新潟店
第176位 勇者ぱなゆさ二世 熊本店
第177位 踊る一族 小倉店
第178位 最強のとかい教授 ららぽーと和泉店

第179位 愛のりんさん 草加店
第180位 チーム剣道 青森店
第181位 ネオ熱男魔女 府中本町駅前店

第182位 未来のかなみん隊長 堺中央環状店
第183位 たきかわ 盛岡店
第184位 戦慄のすっきぱー降臨 山梨・石和店
第185位 黄昏のＨＩＢＩＫＩ一族 京都河原町店
第186位 アユドット 南砂店
第187位 赤い たね教授 中川1号線店
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第188位 鬼のタッキー狂 梅田店
第189位 鋼鉄の宮さん仙人 さいたま・鴻巣店

第190位 初代ユウダイ元帥 堺中央環状店
第191位 破壊のかいとsha長 姫路飾磨店
第192位 頭脳のシャークさん 京都伏見店
第193位 鋼鉄の越智帝王 ららぽーと新三郷店

第194位 飢えたC王 草加店
第195位 白いすぐる隊長 枚方店
第196位 暴走かっきー番長 JR尼崎店
第197位 破壊のエルモ名人 大分店
第198位 炎の？！さん 鹿児島宇宿店
第199位 鬼のAさん 前橋店
第200位 鬼の玩具ん覇王 大野城店


