
スコア

961 ★決勝戦進出！

959 ★決勝戦進出！

956 ★決勝戦進出！

935 ★決勝戦進出！

928 ★決勝戦進出！

897 ★決勝戦進出！

884 ★決勝戦進出！

879 ★決勝戦進出！

874 ★決勝戦進出！

872 ★決勝戦進出！

848 ★決勝戦進出！

841 ★決勝戦進出！

838 ★決勝戦進出！

834 ★決勝戦進出！

830 ★決勝戦進出！

825 ★決勝戦進出！

822 ★決勝戦進出！

821 ★決勝戦進出！

814 ★決勝戦進出！

799 ★決勝戦進出！

789 ★決勝戦進出！

第20位 ちーむひらの 浜松店

第21位 亀ちゃん練習済み 八千代村上店

第18位 なっちゃんしか勝たん 札幌白石本通店

第19位 反逆のよしゆき教授 豊橋店

第16位 月下のひろき大王 市原店

第17位 真紅のせいや刑事 沖縄・宜野湾店

第14位 せなり軍団 大宮店

第15位 黄金の楓隊長 金沢店

第12位 両手投げのおがてん 習志野店

第13位 煌めくりゅう商人 和歌山店

第10位 怒れるコニエスタ組 横浜綱島店

第11位 鋼鉄のワギエスタ社長 横浜綱島店

第8位 黄昏の上腕三頭筋屋 城東放出店

第9位 炎のせんぼく隊長 札幌北21条店

第6位 混沌のオグオグ一世 豊橋店

第7位 あゆう124 市原店

第4位 怒れるA魔人 沖縄・南風原店

第5位 天下のE-saku先生 横浜綱島店

第2位 煌めくY教授 仙台苦竹店

第3位 踊るKouki王 板橋店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 最強ツーハンド 姫路飾磨店

月間全国大会選抜戦結果



787 ★決勝戦進出！

786 ★決勝戦進出！

783 ★決勝戦進出！
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第60位 黒いとと大王 みえ川越IC店
第61位 天上のぐちれん大臣 佐賀店

第58位 進撃のえり選手 横浜駅西口店
第59位 沈黙の伝説の買収者 草加店

第56位 雷神せち組 盛岡店
第57位 るか アリオ柏店

第54位 花の脳脊髄液減少症城主 市川鬼高店
第55位 優しきしゅう商人 大野城店

第52位 特攻のこういち博士 草加店
第53位 黄昏のジョージ主将 市原店

第50位 暴走ぎんじ将軍 中川1号線店
第51位 影の原田主将 秋田店

第48位 明日のＡ神 吉祥寺店
第49位 本日のあいな軍師 三宮駅前店

第46位 大会出たい。ままが応援来るから 大宮店
第47位 明日のぬまべ店長 仙台苦竹店

第44位 白いA魔王 沖縄・宜野湾店
第45位 二代目マツレン隊長仙人 岸和田店

第42位 ロイヤルゼリー 姫路飾磨店
第43位 未来のろばちん先輩 習志野店

第40位 天下のかつおっぱ選手 堺中央環状店
第41位 黒いたちバナナ王 アリオ柏店

第38位 修羅の大ちゃん名人 守口店
第39位 暴走のえいじ元帥2 守口店

第36位 修羅のえびふりゃ一世 堺中央環状店
第37位 嘆きのはげだるま組 京都伏見店

第34位 しょうき 姫路飾磨店
第35位 影のYamato城主 入間店

第32位 戦慄の里帆屋 伊丹店
第33位 一騎当千 ららぽーと湘南平塚店

第30位 二代目レン姫 熊本店
第31位 静かなプチョコンドB博士 高槻店

第28位 華麗なさら軍師 鳴海店
第29位 本日のなかでぃー軍師 沖縄・宜野湾店

第26位 戦慄のこーき大臣 中川1号線店
第27位 本日のかき軍師 アリオ柏店

第24位 黄昏のあや丸★将軍 佐賀店

第25位 ネオハルキ選手 岸和田店

第22位 踊るゆーま博士 博多半道橋店

第23位 悪魔のかさはら商人 町田店
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第102位 三代目坂者軍師 府中本町駅前店

第103位 最強のゆら社長 さいたま・鴻巣店

第100位 天下のりゅうと軍 岡山妹尾店
第101位 二代目けんと大臣 横浜駅西口店

第98位 愛の10Ｒ 新潟店
第99位 青いS組 名古屋西春店

第96位 本日の彼女くれ刑事 高津店
第97位 3R 鳴海店

第94位 東洋のゆゆうた将軍 市川鬼高店
第95位 レッドバーン 秋田店

第92位 荒野のMoMo神 奈良ミ･ナーラ店
第93位 修羅のぺい博士 堺駅前店

第90位 沈黙のひろと校長 宇都宮店
第91位 愛のけん竜王 堺駅前店

第88位 雷神DOBERMAN 富士店
第89位 未来のそ初段 京都伏見店

第86位 愛のキムチ博士 和歌山店
第87位 乱れたしょう部長 習志野店

第84位 赤いA二世 ダイバーシティ東京 プラザ店

第85位 未来の校長 武蔵村山店

第82位 ネオＲｕｎａ二世 八千代村上店
第83位 炎のはるき竜王 三宮駅前店

第80位 暴走えいじ元帥 守口店
第81位 三代目悠魔王 札幌北21条店

第78位 影のゆう元師 高松店
第79位 怒れるかいと先生 津・高茶屋店

第76位 くうが　神 ららぽーと新三郷店

第77位 MKTT 梅田店

第74位 静かなダイチ狂 鹿児島宇宿店
第75位 静かなあらし姫 さいたま・栗橋店

第72位 愛のどひ係長 ららぽーと湘南平塚店

第73位 いろはす 梅田店

第70位 真紅のま魔女 前橋店
第71位 雷神こうき星人 東淀川店

第68位 静かなさとる魔王 イーアス春日井店

第69位 影のてんてん魔王 堺中央環状店

第66位 戦慄のぎーぶー姫 沖縄・南風原店
第67位 三代目トリムートー族 千日前店

第64位 影の2001216480先輩 ららぽーと和泉店

第65位 白いたかし店長 半田店

第62位 影のタツヤさん 武蔵村山店
第63位 東洋の課長 名古屋西春店
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第144位 勇者モリニシ博士 池袋店
第145位 炎のはんと係長 宮崎店

第142位 優しき許田大夢姫 モレラ岐阜店
第143位 優しきしょぼちん教授 さいたま・上里店

第140位 白ライスキムチ入り 高知店
第141位 風神ぴりぴり大臣 徳島・万代店

第138位 天下のHina係長 朝霞店
第139位 最強のタケヒロ主将 福山店

第136位 雷神14ROB商人 鹿児島宇宿店
第137位 踊るおおうび組 奈良ミ･ナーラ店

第134位 静かなヨッシー星人 津・高茶屋店
第135位 山際研 新潟店

第132位 進撃のみたにくん 松山店
第133位 明日のエルモ商人 南砂店

第130位 ネオケンタ大臣 大野城店
第131位 月下のしょう魔人 半田店

第128位 修羅の安里瞭吾狂 沖縄・南風原店
第129位 白いダイオウイカ係長 豊中店

第126位 おだしゅん 青森店
第127位 勇者HY降臨 東大阪店

第124位 未来のMoe博士 津・高茶屋店
第125位 魂のＫＤ主将 長野店

第122位 万能のss仙人 高津店
第123位 花のA軍 広島店

第120位 真紅のだいち選手 ららぽーと和泉店

第121位 戦慄のA師匠 さいたま・上里店

第118位 戦慄のたけと教授 枚方店
第119位 gg 千日前店

第116位 東洋のことね一世 秋田店
第117位 愛のA初段 名古屋西春店

第114位 ルミナス 京都河原町店
第115位 本日のハナチャン店長 池袋店

第112位 風神フルフル魔女 豊中店
第113位 天下のたかやさん 川崎大師店

第110位 青い寺田心博士 JR尼崎店
第111位 本日のあさひ三世 札幌すすきの店

第108位 北信ＯＢ 福島店
第109位 明日のKamiike一族 池袋店

第106位 朝日のももか職人 モレラ岐阜店
第107位 破壊のさわ二世 旭川店

第104位 踊るゆっきー女王 南砂店
第105位 雷神ナガヤ二世 浜松店
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第186位 嘆きのキムッシくん 和歌山店
第187位 とがしゆきお 盛岡店

第184位 エルプサイコングルゥ 京都河原町店
第185位 明日のおそら姫 長野店

第182位 炎のよこやま屋 郡山店
第183位 踊るAizくん 札幌すすきの店

第180位 愛のA係長 岡山妹尾店
第181位 初代かのん三世 山梨・石和店

第178位 コカコーラ 京都河原町店
第179位 影のやーしゅん組 高知店

第176位 月下のきょーや博士 青森店
第177位 荒野のりょーや元帥 札幌すすきの店

第174位 花のりゅうが大王 青森店
第175位 初代しょーと刑事 松山店

第172位 鬼のタイガ番長 札幌白石本通店

第173位 進撃のA校長 福岡天神店

第170位 悪魔のひとき城主 岸和田店
第171位 優しきB城主 松山店

第168位 煌めくたけ狂 府中本町駅前店

第169位 沈黙のふじもん魔人 旭川店

第166位 万能のパンくん将軍 川崎大師店
第167位 影のアイキジ博士 静岡・駿河店

第164位 花の惣流ダリフラ一族 長野店
第165位 炎のシャティ屋 宮崎店

第162位 悪魔のオヤルサバル先生 金沢店
第163位 混純のB隊長 東大阪店

第160位 勇者たいき仙人 前橋店
第161位 青いはる魔女 吉祥寺店

第158位 もあたろ大好き 宇都宮店
第159位 頭脳のこいちゃん職人 千種店

第156位 嘆きのくっぴー軍 高津店
第157位 明日の紫耀一族 郡山店

第154位 沈黙のLanLanくん ららぽーと和泉店

第155位 鬼のB城主 大分店

第152位 飢えたレイタ博士 府中本町駅前店

第153位 白いまーたく魔女 仙台苦竹店

第150位 頭脳の後藤蒼空三世 みえ川越IC店
第151位 踊るまる組 博多半道橋店

第148位 kiramomo 盛岡店
第149位 炎のとなかい三世 加古川店

第146位 黄昏のしまちゃん番長 イーアス春日井店

第147位 悪魔のkazu係長 吉祥寺店
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383第196位 東洋のリナ番長 宮崎店

第194位 白いゆうき商人 奈良ミ･ナーラ店
第195位 勇者ゆうき仙人 ダイバーシティ東京 プラザ店

第192位 鬼のまなき名人 徳島・万代店
第193位 炎のにいか先輩 ららぽーと新三郷店

第190位 三代目アズサ竜王 旭川店
第191位 天下のささ主将 さいたま・鴻巣店

第188位 煌めくそう先輩 大宮店
第189位 アキラバスケットボールズ 札幌白石本通店


