
スコア

1054 ★決勝戦進出！

989 ★決勝戦進出！

960 ★決勝戦進出！

949 ★決勝戦進出！

937 ★決勝戦進出！

926 ★決勝戦進出！

901 ★決勝戦進出！

890 ★決勝戦進出！

873 ★決勝戦進出！

859 ★決勝戦進出！

858 ★決勝戦進出！

838 ★決勝戦進出！

833 ★決勝戦進出！

832 ★決勝戦進出！

832 ★決勝戦進出！

832 ★決勝戦進出！

826 ★決勝戦進出！

820 ★決勝戦進出！

817 ★決勝戦進出！

817 ★決勝戦進出！

815 ★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 亀ちゃん練習済み 八千代村上店

第3位 初代E-saku係長 横浜綱島店

第4位 最強ツーハンド 姫路飾磨店

第5位 パパラッチトリコ 姫路飾磨店

第6位 りくちの会@in板橋 板橋店

第7位 ハテナ 札幌白石本通店

第8位 特攻のグド大王 梅田店

第9位 渡辺梨加のワギエスタ 横浜綱島店

第10位 佐藤Ｆａｍｉｌｙ 福島店

第11位 鋼鉄のナカイニエスタ三世 高槻店

第12位 戦慄のレモン博士 川崎大師店

第13位 月下のコニエスタ仙人 横浜綱島店

第14位 んーわでぃ 豊橋店

第15位 あゆう108 市原店

第16位 怒れるとんた三世 府中本町駅前店

第17位 炭次郎 沖縄・南風原店

第18位 鬼の上腕三頭筋課長 城東放出店

第19位 つかじ会 モレラ岐阜店

第20位 本日の10R番長 新潟店

第21位 戦慄の里帆屋 伊丹店

月間全国大会選抜戦結果



814 ★決勝戦進出！

814 ★決勝戦進出！

806 ★決勝戦進出！
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第22位 天上のしょうたろう商人 鹿児島宇宿店

第23位 明日のそら姫 小倉店

第24位 明日のすぎしまむ二世 みえ川越IC店

第25位 影のひろ社長 浜松店
第26位 MKTT 梅田店
第27位 月下のショタロ教授 博多半道橋店
第28位 三代目しょうえい商人 宮崎店
第29位 静かなミヤゾーン名人 守口店
第30位 RN 沖縄・宜野湾店
第31位 ストライク出せおがてん 習志野店
第32位 天下のか元帥 金沢店
第33位 特攻のるあ大臣 さいたま・上里店

第34位 初代楓社長 金沢店
第35位 華麗なあや丸★魔女 佐賀店
第36位 Tom＆Jerry 郡山店
第37位 初代かンT店長 半田店
第38位 進撃のＧさなや刑事 沖縄・南風原店
第39位 りくちの会＠町田店 町田店
第40位 悪魔のしゅう女王 千日前店
第41位 天下のG-star屋 守口店
第42位 炎の大ちゃん組 守口店
第43位 本日 京都伏見店
第44位 風神翔王 JR尼崎店
第45位 んつな 板橋店
第46位 進撃のこーへ主将 ららぽーと湘南平塚店

第47位 天下の咲良先生 郡山店
第48位 真紅のはやしゆうた大王 東大阪店
第49位 修羅の凜魔女 伊丹店
第50位 進撃のああああ王 東淀川店
第51位 5番ピン倒し隊 上尾店
第52位 青い神田商人 京都伏見店
第53位 暴走かとゆー三世 中川1号線店
第54位 荒野のまさみち番長 大野城店
第55位 黒いゆず！軍師 静岡・駿河店
第56位 白いあさひ星人 ららぽーと和泉店

第57位 乱れたリョウタ仙人 城東放出店
第58位 青いしょうご課長 京都河原町店
第59位 本日のはるね三世 伊丹店
第60位 明日のリッド将軍 佐賀店
第61位 混沌の（＾＾）竜王 堺駅前店
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第62位 北信ＯＢ 福島店
第63位 チームタル 浜松店
第64位 初代なおきo主将 三宮駅前店
第65位 沈黙の遼馬竜王 徳島・万代店
第66位 二代目そうちゃん狂 青森店
第67位 ネオオクヤン初段 横浜駅西口店
第68位 天下のほるもん元帥番長 新潟店
第69位 真紅のまるこちゃん軍 南砂店
第70位 優しきKoyo竜王 千種店
第71位 修羅のりみ課長 習志野店
第72位 暴走れお一族 福岡天神店
第73位 嘆きのゆうせい一族 枚方店
第74位 テラタワ 習志野店
第75位 怒れるkimisato屋 名古屋西春店
第76位 煌めくみふか社長 鳴海店
第77位 雷神わーし軍 徳島・万代店
第78位 頭脳のけいと王 堺中央環状店
第79位 炎のひろろろ博士 大分店
第80位 天下のけん一族 堺駅前店
第81位 天上のなんちく魔王 大野城店
第82位 本日のトキヤ主将 高槻店
第83位 せいヤ 盛岡店
第84位 混沌のFugg隊長 浜松店
第85位 初代2004249城主 モレラ岐阜店
第86位 真紅のミズムラ主将 大宮店
第87位 最強のT帝王 奈良ミ･ナーラ店
第88位 炎のたけと竜王 枚方店
第89位 反逆のがくと帝王 盛岡店
第90位 岩沼ボウリングクラブ 仙台苦竹店
第91位 沈黙のあお選手 武蔵村山店
第92位 東雲 秋田店
第93位 ネオかえで帝王 みえ川越IC店
第94位 雷神んてて降臨 前橋店
第95位 本日のもも先輩 宇都宮店
第96位 頭脳のあらし姫 さいたま・栗橋店

第97位 炎のりね隊長 岡山妹尾店
第98位 怒れるB竜王 府中本町駅前店

第99位 最弱のツーハンドトリオ 大野城店
第100位 東洋ののや将軍 札幌北21条店
第101位 赤いこーへ狂 仙台苦竹店
第102位 天下のみ初段 鳴海店
第103位 炎のジョージ帝王 市原店
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第104位 明日のしょうま覇王 川崎大師店
第105位 東洋のさしき校長 高津店
第106位 たいとも 姫路飾磨店
第107位 天上のきょうしろう選手 ららぽーと新三郷店

第108位 破壊のトムキャット課長 府中本町駅前店

第109位 天下のｓｕｓｈｉ狂 山梨・石和店
第110位 荒野のりくと大王 町田店
第111位 ネオ伊東来我 奈良ミ･ナーラ店
第112位 鋼鉄のでんえん一族 朝霞店
第113位 黒いharuki隊長 上尾店
第114位 進撃のにっしー王 ダイバーシティ東京 プラザ店

第115位 破壊のいとせ店長 アリオ柏店
第116位 愛のしゅうせい帝王 大分店
第117位 真紅のはやと番長 佐賀店
第118位 賭ヶ狂ィ 岸和田店
第119位 初代すみれこお先生 福山店
第120位 反逆のすけまる降臨 梅田店
第121位 花のユースケ星人 千日前店
第122位 最強ののえる大臣 函館店
第123位 はな社長 博多半道橋店
第124位 二代目りゅーじ名人 高松店
第125位 初代デルタ一世 広島店
第126位 やんやんつけ棒 三宮駅前店
第127位 荒野のゆーき先輩 旭川店
第128位 Kusa 草加店
第129位 本日のひろき狂 前橋店
第130位 炎のきょう狂 横浜駅西口店
第131位 雷神ヨッシー組 津・高茶屋店
第132位 進撃のググミ一世 豊中店
第133位 怒れるしょうせい仙人 モレラ岐阜店
第134位 頭脳のユジ店長 吉祥寺店
第135位 白いたかと師匠 三宮駅前店
第136位 風神どひ屋 ららぽーと湘南平塚店

第137位 あいすまんびっくうぇーぶ 山梨・石和店
第138位 月下の女王 池袋店
第139位 黄昏のひよごん隊長 奈良ミ･ナーラ店
第140位 白いたくみ屋 さいたま・鴻巣店

第141位 飢えた吉良吉影部長 豊橋店
第142位 戦慄のアフリカン帝王 枚方店
第143位 鋼鉄のれいじ教授 函館店
第144位 影のだーはらくん 池袋店
第145位 暴走なかゆ帝王 さいたま・鴻巣店
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第146位 乱れた榎大斗番長 草加店
第147位 怒れるよーがりー刑事 沖縄・宜野湾店
第148位 反逆のB魔女 札幌すすきの店
第149位 黒いB部長 津・高茶屋店
第150位 炎のかいと魔人 札幌すすきの店
第151位 戦慄のりょうたくん 津・高茶屋店
第152位 東洋のちょチョ美課長 和歌山店
第153位 さわと愉快な仲間たち 半田店
第154位 クロブリのお正月 池袋店
第155位 ネオいさお選手 札幌白石本通店

第156位 明日のゆきっっっっ帝王 長野店
第157位 赤江東お笑い部 宮崎店
第158位 赤いまる一世 宇都宮店
第159位 混沌のレンレン社長 高松店
第160位 天上の悠人神 豊中店
第161位 静かなhase竜王 市川鬼高店
第162位 天上のぽんぽこ狂 豊中店
第163位 すしぼり 浜大津アーカス店

第164位 踊るなかしゅん先輩 鳴海店
第165位 月下の聖名人 宮崎店
第166位 踊るつら職人 イーアス春日井店

第167位 鋼鉄のオセロ魔女 大宮店
第168位 チームワンカル 東大阪店
第169位 混沌のN.Sho狂 山梨・石和店
第170位 ケントノグチ 静岡・駿河店
第171位 チョッパーズ 京都河原町店
第172位 荒野のゆうと城主 ららぽーと新三郷店

第173位 鬼の姫 広島店
第174位 飢えたばーしー博士 宇都宮店
第175位 特攻の岩コング刑事 高津店
第176位 オシィ〜 イーアス春日井店

第177位 戦慄のとーな商人 名古屋西春店
第178位 白いプレスMAN大臣 高知店
第179位 雷神たけし覇王 札幌すすきの店
第180位 最強のがまこうき城主 入間店
第181位 チームいぶし 千日前店
第182位 鬼の谷口　雄也名人 函館店
第183位 グランツ 札幌白石本通店

第184位 修羅のりぃ女王 武蔵村山店
第185位 なかま 大宮店
第186位 天下の優月狂 さいたま・上里店

第187位 天下のbabaru?仙人 大分店
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第188位 沈黙のてっちゃん商人 市川鬼高店
第189位 風神TA部長 高知店
第190位 乱れたきこ先生 ダイバーシティ東京 プラザ店

第191位 華麗なＢ屋 横浜駅西口店
第192位 最強のゆたぼん狂 福岡天神店
第193位 なんでもいい 富士店
第194位 鋼鉄のりゅうせい名人 熊本店
第195位 真紅のMasato博士 草加店
第196位 黄昏のＡとら店長 旭川店
第197位 3年3組 京都河原町店


