
スコア

975 ★決勝戦進出！

962 ★決勝戦進出！

924 ★決勝戦進出！

920 ★決勝戦進出！

915 ★決勝戦進出！

903 ★決勝戦進出！

868 ★決勝戦進出！

867 ★決勝戦進出！

848 ★決勝戦進出！

842 ★決勝戦進出！

839 ★決勝戦進出！

833 ★決勝戦進出！

830 ★決勝戦進出！

824 ★決勝戦進出！

815 ★決勝戦進出！

806 ★決勝戦進出！

805 ★決勝戦進出！

801 ★決勝戦進出！

800 ★決勝戦進出！

797 ★決勝戦進出！

793 ★決勝戦進出！

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 たいきりょーたしょーき 姫路飾磨店

第2位 煌めくY教授 仙台苦竹店

第3位 シーサー 沖縄・南風原店

第4位 豆腐 板橋店

第5位 青いゆずき部長 札幌白石本通店

第6位 ここね&りおん 大宮店

第7位 下田jcで草 伊丹店

第8位 コニエスタ.ワギエスタ.べにま 横浜綱島店

第9位 鋼鉄のあや丸★帝王 佐賀店

第10位 黒いナカイニエスタ一族 高槻店

第11位 飢えたB職人 宇都宮店

第12位 コニエスタとべにまる 横浜綱島店

第13位 暴走りゅう課長 和歌山店

第14位 戦慄の里帆屋 伊丹店

第15位 華麗なかい先輩 モレラ岐阜店

第16位 怒れる鈴木秀昊三世 京都河原町店

第17位 ネオ　ゆず！屋 静岡・駿河店

第18位 黄昏のマツレン隊長教授 岸和田店

第19位 万能のゆうき教授 三宮駅前店

第20位 真紅のゆず教授 金沢店

第21位 本日のスライム師匠 半田店
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792 ★決勝戦進出！

791 ★決勝戦進出！

791 ★決勝戦進出！
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第22位 戦慄のかんた部長 半田店

第23位 花のあいうえお元帥 入間店

第24位 初代よしゆき魔人 豊橋店

第25位 修羅のえびふりゃ城主 堺中央環状店
第26位 m(__)m 京都伏見店
第27位 岩沼ボウリングクラブ 仙台苦竹店
第28位 未来のえぐぞう博士 姫路飾磨店
第29位 嘆きのKai魔王 町田店
第30位 風神あいき降臨 佐賀店
第31位 初代まぁ～ちゃん元帥 豊橋店
第32位 東洋のドイケン選手 半田店
第33位 最強の蒼井優元帥 豊橋店
第34位 三代目ゆうき教授 京都河原町店
第35位 黒いヌメ派魔王 函館店
第36位 嘆きのしょーさん三世 高津店
第37位 特攻のよっしーくん 長野店
第38位 真紅のレン二世 熊本店
第39位 あべーず 秋田店
第40位 RN 沖縄・宜野湾店
第41位 修羅のりょうた一族 千日前店
第42位 炎のぐすまん星人 沖縄・南風原店
第43位 炎の荒木悠介魔王 小倉店
第44位 のあまい 浜大津アーカス店

第45位 悪魔の仙人 吉祥寺店
第46位 HKT46 梅田店
第47位 鋼鉄のひろたか降臨 和歌山店
第48位 最強のA.A先生 前橋店
第49位 混沌のイカ店長 浜大津アーカス店

第50位 三代目ゆま屋 吉祥寺店
第51位 真紅の肉選手 静岡・駿河店
第52位 破壊のnatsu姫 草加店
第53位 進撃のＲＹＯ将軍 上尾店
第54位 魂のきこゆうたm部長 中川1号線店
第55位 花のmaruoleo課長 宮崎店
第56位 静かなるミヤゾーン 守口店
第57位 鬼のターシバん屋 青森店
第58位 最強のＡ三世 金沢店
第59位 優しき野呂陸竜王 札幌すすきの店
第60位 魂のうーま組 佐賀店
第61位 まっつー家 みえ川越IC店
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第62位 明日のかなた女王 枚方店
第63位 二代目ましし星人 川崎大師店
第64位 天上のしんと大王 アリオ柏店
第65位 未来のこういち校長 草加店
第66位 華麗なたまころ刑事 徳島・万代店
第67位 天下の頭脳魔女 川崎大師店
第68位 初代Ａ選手 さいたま・鴻巣店

第69位 水村しゅんご 大宮店
第70位 愛のハマダ仙人 梅田店
第71位 混沌の優利魔女 横浜駅西口店
第72位 鬼のケンタ主将 大野城店
第73位 暴走むらしんくん さいたま・鴻巣店

第74位 勇者りゅーき師匠 鳴海店
第75位 悪魔のはくと魔女 浜大津アーカス店

第76位 天下のA大王 博多半道橋店
第77位 名古屋市立御田中学校 中川1号線店
第78位 愛のゆず二世 加古川店
第79位 混沌のゆーと番長 沖縄・南風原店
第80位 ネオモリニシ師匠 池袋店
第81位 本日のやぶそん三世 津・高茶屋店
第82位 愛のりく軍 ららぽーと和泉店

第83位 暴走Ritu軍師 大野城店
第84位 愛のぜんじ竜王 府中本町駅前店

第85位 修羅の陰キャ覇王 ダイバーシティ東京 プラザ店

第86位 天上のしんぞう元帥 松山店
第87位 鋼鉄のピノ降臨 前橋店
第88位 明日のはると魔女 南砂店
第89位 嘆きのへっちゃん商人 南砂店
第90位 鋼鉄のソフィアマリカケ課長 ダイバーシティ東京 プラザ店

第91位 悪魔のぷーさん降臨 名古屋西春店
第92位 両手投げのおがてん（本番） 習志野店
第93位 反逆のソウタ星人 池袋店
第94位 反逆のともひろ姫 吉祥寺店
第95位 おらんうーたん 草加店
第96位 三代目Ｈｉｎａ刑事 朝霞店
第97位 悪魔のたいよう覇王 小倉店
第98位 反逆のトク軍師 府中本町駅前店

第99位 嘆きのよしへいさん 姫路飾磨店
第100位 白いぽんぽこ主将 豊中店
第101位 愛のデネ屋 堺駅前店
第102位 雷神あゆりなり 福山店
第103位 勇者B番長 豊中店
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第104位 天下のbana 川崎大師店
第105位 勇者ともや刑事 さいたま・上里店

第106位 最強のアスパラクエタネ星人 高津店
第107位 反逆のKev係長 横浜駅西口店
第108位 愛のゆいと店長 モレラ岐阜店
第109位 鬼のかいと覇王 札幌すすきの店
第110位 赤いかずき大王 岡山妹尾店
第111位 TEAMバキ 八千代村上店
第112位 特攻の加賀美組 ららぽーと新三郷店

第113位 ラポールF・ピトシン イーアス春日井店

第114位 打倒綱島こちやファミリー ららぽーと湘南平塚店

第115位 乱れたａｉｋｉ城主 加古川店
第116位 黒いくろしょう魔王 大分店
第117位 荒野のけいじ星人 広島店
第118位 共立剣道部 小倉店
第119位 黄昏のオクヤン先輩 横浜駅西口店
第120位 暴走りょーき王 アリオ柏店
第121位 チーム３代目 武蔵村山店
第122位 東洋のマッキー降臨 伊丹店
第123位 荒野のたける神 堺駅前店
第124位 静かな八百屋 盛岡店
第125位 月下のアオイドス屋 さいたま・上里店

第126位 嘆きのこうきくん 高知店
第127位 嘆きのそのだ大臣 鹿児島宇宿店
第128位 頭脳のロック、リー先生 福岡天神店
第129位 静かなりき教授 博多半道橋店
第130位 沈黙のりゅーせ降臨 青森店
第131位 ポピー 南砂店
第132位 戦慄のA博士 岡山妹尾店
第133位 きんまーず 郡山店
第134位 反逆のしのちゃ魔女 郡山店
第135位 怒れるゆうのすけ博士 ららぽーと和泉店

第136位 二代目かにくん イーアス春日井店

第137位 青いけんた魔王 高松店
第138位 花のまさっきー部長 松山店
第139位 天下のこのは大臣 札幌北21条店
第140位 乱れただいき帝王 青森店
第141位 勇者きゃとう組 千日前店
第142位 怒れる元帥 守口店
第143位 優しきジョン博士 高津店
第144位 愛のパオーさん屋 京都河原町店
第145位 花のF教授 宮崎店
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第146位 赤いりゅーじ仙人 長野店
第147位 菊水レジスタンス 札幌白石本通店

第148位 踊るKubo102292さん 名古屋西春店
第149位 飢えたやましー商人 宮崎店
第150位 黄昏のきのこ女王 ダイバーシティ東京 プラザ店

第151位 暴走じよん職人 堺駅前店
第152位 さいとうまさき 梅田店
第153位 頭脳のタケル校長 高知店
第154位 青いゆ組 博多半道橋店
第155位 乱れた無名将軍 富士店
第156位 反逆の一騎係長 上尾店
第157位 偶像崇拝クラブ 札幌白石本通店

第158位 影のめい姫 さいたま・上里店

第159位 ネオしょうたろう師匠 鹿児島宇宿店
第160位 頭脳のカズ帝国 福岡天神店
第161位 破壊のユイト商人 広島店


