
スコア

1070 ★決勝戦進出！

1045 ★決勝戦進出！

923 ★決勝戦進出！

913 ★決勝戦進出！

897 ★決勝戦進出！

893 ★決勝戦進出！

890 ★決勝戦進出！

890 ★決勝戦進出！

888 ★決勝戦進出！

869 ★決勝戦進出！

867 ★決勝戦進出！

861 ★決勝戦進出！

860 ★決勝戦進出！

859 ★決勝戦進出！

856 ★決勝戦進出！

856 ★決勝戦進出！

849 ★決勝戦進出！

827 ★決勝戦進出！

821 ★決勝戦進出！

815 ★決勝戦進出！

795 ★決勝戦進出！

第3位 おだごんの会 札幌すすきの店

第4位 大野城テスト1レーン 大野城店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 team矢野 高槻店

第2位 らまん... 富士店

第7位 月下のハルキさん アリオ柏店

第8位 ヘキサゴンファミリー 福島店

第5位 ばひんばひんばひん 入間店

第6位 やばい、眠いあ、寝た 福山店

第11位 戦慄の海人 伊丹店

第12位 戦犯K 府中本町駅前店

第9位 イコラブ班 中川1号線店

第10位 明日香、がくださしてかなうと 和歌山店

第15位 まなまい 郡山店

第16位 取手支部 アリオ柏店

第13位 頭脳のひろきくん みえ川越IC店

第14位 ひぐひな 郡山店

第19位 コトちゃん応援団２期生 半田店

第20位 津軽のツーハンドトリオ 青森店

第17位 丹生遠藤ゆう 加古川店

第18位 未来の駿隊長 広島店

第21位 嘆きのきなこもち社長 前橋店

月間全国大会選抜戦結果



795 ★決勝戦進出！

793 ★決勝戦進出！

788 ★決勝戦進出！
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第23位 万能のごっちゃん主将 京都河原町店

第24位 ユメガ・ヒロガリングス 市川鬼高店

第22位 某スーパー名誉アルバイト 伊丹店

第27位 限界医療学生2 札幌すすきの店
第28位 頭脳のまさ社長 岡山妹尾店

第25位 飢えたNozomu王 宇都宮店
第26位 進撃のフ王 鳴海店

第31位 沈黙のケビン将軍 京都河原町店
第32位 しんさんと投げよう♪ 郡山店

第29位 修羅のみしかわ初段 習志野店
第30位 気合と根性 町田店

第35位 戦慄社長 熊本店
第36位 けんけんの地雷 さいたま・鴻巣店

第33位 破壊のとももも屋 千種店
第34位 未来のレモン初段 板橋店

第39位 乱れたしょう先生 枚方店
第40位 三代目ゆう二世 上尾店

第37位 沈黙のかんた覇王 鳴海店
第38位 L.I.J 武蔵村山店

第43位 関大ボウラー 岸和田店
第44位 青椒肉絲 盛岡店

第41位 雷神松田将軍 沖縄・宜野湾店
第42位 ふみふみの会 札幌すすきの店

第47位 荒野のR.TANAKA組 市原店
第48位 白いレイタ将軍 府中本町駅前店

第45位 混沌のせんぼく魔女 札幌北21条店
第46位 アブレイズ 札幌白石本通店

第51位 特攻の長師匠 博多半道橋店
第52位 東洋のしょうき商人 半田店

第49位 煌めくスギシタ刑事 山梨・石和店
第50位 勇者高橋勇翔魔王 町田店

第55位 悪魔のヒロシ部長 川崎大師店
第56位 かんぼっ2 岸和田店

第53位 鋼鉄の隼人神 佐賀店
第54位 踊るボボボーボ・ボーボボ姫 岡山妹尾店

第59位 反逆のりょうた大臣 横浜綱島店
第60位 修羅のしんの姫 守口店

第57位 未来のひな狂 京都伏見店
第58位 黒いZERO係長 モレラ岐阜店

第61位 煌めくSPL　カビゴン一世 富士店
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第63位 チビ丸 岡山妹尾店
第64位 赤いレモン覇王 岸和田店

第62位 飢えたたちバナナ校長 アリオ柏店

第67位 怒れるあわと王 佐賀店
第68位 万能のゆうき二世 東大阪店

第65位 煌めくRiku社長 中川1号線店
第66位 美優、りょうた 堺駅前店

第71位 混沌のK番長 大野城店
第72位 乱れたMasa師匠 小倉店

第69位 赤いゆーた係長 上尾店
第70位 優しきえぎま魔女 松山店

第75位 影のきんちゃん博士 枚方店
第76位 沈黙のくましょう選手 横浜駅西口店

第73位 Dr.UNO 徳島・万代店
第74位 最強のたけぼう一族 半田店

第79位 sudo ./skais.kt 仙台苦竹店
第80位 ふぃなっしーず 大宮店

第77位 カエサル2 鹿児島宇宿店
第78位 青い遠藤さくら先生 徳島・万代店

第83位 真紅の気まぐれ初段 モレラ岐阜店
第84位 西園寺 ららぽーと湘南平塚店

第81位 東洋のましろ商人 沖縄・宜野湾店
第82位 鬼のカビゴン王 ららぽーと新三郷店

第87位 はなのわ 朝霞店
第88位 影のｗａｔａｒｕ城主 東大阪店

第85位 トピトピオ 前橋店
第86位 ads 三宮駅前店

第91位 破壊のりゅう隊長 ららぽーと湘南平塚店

第92位 おらんうーたん 草加店

第89位 黒い湊あくあ神 旭川店
第90位 府中3-3 吉祥寺店

第95位 Horino Building 横浜駅西口店
第96位 影のゆうき一世 奈良ミ･ナーラ店

第93位 ピカボルト さいたま・上里店

第94位 嘆きのえ！元帥 加古川店

第99位 怒れるやまざき星人 新潟店
第100位 川久保大竹 武蔵村山店

第97位 天上の鷹！教授 沖縄・南風原店
第98位 花のまっつぉ番長 千日前店

第103位 破壊のとし狂 福岡天神店

第101位 白いマッチ師匠 堺中央環状店
第102位 暴走良一郎星人 沖縄・宜野湾店
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習志野店

第104位 白いくが神 京都伏見店

第107位 万能のせーごさん 東大阪店
第108位 三代目福井朝陽名人 守口店

第105位 ネオえいる先輩 入間店
第106位 東洋のかづき将軍 吉祥寺店

第109位 静かな西田優介て言おう 城東放出店

第112位 静かなこうしろうくん 徳島・万代店

第110位 赤いひびき二世 秋田店
第111位 初代Ｋｏｓｅｉ一世 東淀川店

第114位 暴走をひめ係長 大分店
第115位 鬼のアスカ姫 ららぽーと湘南平塚店

明日の隆幸魔女第113位

第118位 ゆうきなず 高槻店
第119位 優しきINTEL55大王 宇都宮店

第116位 最強のこっちゃん？博士 堺駅前店
第117位 月下のTaku名人 武蔵村山店

第122位 花のいのまた覇王 新潟店
第123位 荒野ののりのり竜王 鹿児島宇宿店

第120位 影のゆーま課長 梅田店
第121位 いのごーるどず 大宮店

第126位 カムチャッカインフルエンザ 川崎大師店
第127位 きみの愛馬がにべあなの 熊本店

第124位 暴走Yukiya初段 山梨・石和店
第125位 切り干し大根＆だい 東淀川店

第130位 未来のたいせい先輩 ららぽーと和泉店

第131位 雷神子安真碧星人 草加店

第128位 青いはげやま魔女 札幌白石本通店

第129位 最強のren番長 旭川店

第134位 本日のにのぽん魔王 千種店

第132位 嘆きのレンジ一族 松山店
第133位 天下の博士 宮崎店


