
スコア

946 ★決勝戦進出！

895 ★決勝戦進出！

881 ★決勝戦進出！

880 ★決勝戦進出！

870 ★決勝戦進出！

850 ★決勝戦進出！

844 ★決勝戦進出！

840 ★決勝戦進出！

834 ★決勝戦進出！

826 ★決勝戦進出！

808 ★決勝戦進出！

805 ★決勝戦進出！

799 ★決勝戦進出！

796 ★決勝戦進出！

793 ★決勝戦進出！

786 ★決勝戦進出！

784 ★決勝戦進出！

784 ★決勝戦進出！

783 ★決勝戦進出！

779 ★決勝戦進出！

772 ★決勝戦進出！

第20位 青いゆうき大王 岸和田店

第21位 あゆう312 市原店

第18位 鬼のづーさん 旭川店

第19位 最強のりゅうくん 和歌山店

第16位 荒野のけんてぃー店長 イーアス春日井店

第17位 黄昏のせいな師匠 高知店

第14位 赤いあちゃ大臣 三宮駅前店

第15位 戦慄の里帆屋 伊丹店

第12位 明日のおかじゅん職人 高津店

第13位 最強のsukai主将 郡山店

第10位 進撃のshota商人 吉祥寺店

第11位 戦犯りゅうせい 習志野店

第8位 赤血球 梅田店

第9位 未来のテクエイ大臣 高槻店

第6位 りくちの会 板橋店

第7位 乱れたａｈｉｒｕ元帥 徳島・万代店

第4位 コニエスタかねぴべにまる 横浜綱島店

第5位 特攻のもんちっち校長 小倉店

第2位 こにわぎかね 横浜綱島店

第3位 煌めくY教授 仙台苦竹店

最終順位 チーム名 所属店舗

第1位 こうみゆなお珍 板橋店

月間全国大会選抜戦結果



771 ★決勝戦進出！

768 ★決勝戦進出！

765 ★決勝戦進出！

763
755
743
742
739
738
737
735
728
727
724
723
722
722
720
718
717
714
714
713
706
705
704
699
699
698
697
697
696
694
693
693
692
689
689
688
687

第60位 赤いA先輩 博多半道橋店
第61位 高橋洸矢 秋田店

第58位 嘆きのおがま軍師 福岡天神店
第59位 GT012891 札幌すすきの店

第56位 煌めくじん魔王 城東放出店
第57位 特攻のA教授 福岡天神店

第54位 黒いのや狂 札幌すすきの店
第55位 最強の平井堅選手 前橋店

第52位 破壊のこうき将軍 千種店
第53位 (•ө•)♡ 京都伏見店

第50位 東洋のヒロキ魔人 佐賀店
第51位 フィッシング詐欺 長野店

第48位 花のA狂 博多半道橋店
第49位 鬼のNagi社長 中川1号線店

第46位 花のちびマリオ狂 岡山妹尾店
第47位 愛のゆうすけ降臨 豊中店

第44位 黒いぬーぼ屋 奈良ミ･ナーラ店
第45位 暴走大翼二世 城東放出店

第42位 静かなRyoya大王 富士店
第43位 頭脳のぺそ狂 半田店

第40位 おじいちゃんず 前橋店
第41位 荒野のりょーた星人 中川1号線店

第38位 風神栗部長 市原店
第39位 FC岐阜 モレラ岐阜店

第36位 りょーた&しょーき 姫路飾磨店
第37位 華麗なMasa星人 ららぽーと新三郷店

第34位 風神にこちんくん 和歌山店
第35位 雷神はると姫 川崎大師店

第32位 かんす 札幌白石本通店

第33位 華麗なレン城主 熊本店

第30位 どどん 青森店
第31位 天上のかわだい仙人 モレラ岐阜店

第28位 ネオマッキー降臨 伊丹店
第29位 Tom＆Jerry 郡山店

第26位 飢えたナカイニエスタ師匠 高槻店
第27位 戦慄のたつき魔王 梅田店

第24位 三代目いけがみ狂 東淀川店

第25位 特攻のあべたい魔王 武蔵村山店

第22位 あいき先輩 佐賀店

第23位 東洋の大ちゃん教授 守口店
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第102位 修羅の登坂主将 加古川店
第103位 鬼のりんか一世 高松店

第100位 黄昏のレーニン魔王 名古屋西春店
第101位 魂のしょう軍師 堺中央環状店

第98位 嘆きのカドン組 大宮店
第99位 魂のたは名人 広島店

第96位 風神おうが星人 徳島・万代店
第97位 悪魔ののむ先生 札幌すすきの店

第94位 初代みらん名人 小倉店
第95位 進撃のひろと商人 山梨・石和店

第92位 乱れたカルビとロース社長 吉祥寺店
第93位 ひらのちーむちーむ 浜松店

第90位 特攻のあらし仙人 さいたま・栗橋店

第91位 ゆーじん 秋田店

第88位 未来のやまとん名人 浜大津アーカス店

第89位 愛の齋藤飛鳥先生 入間店

第86位 怒れるゆうじ降臨 名古屋西春店
第87位 勇者アユム軍師 佐賀店

第84位 踊るなぎ名人 長野店
第85位 最強のゲン初段 武蔵村山店

第82位 煌めくｒｉｎａ一族 山梨・石和店
第83位 ラカチファイターザ 姫路飾磨店

第80位 りお＆りん 盛岡店
第81位 初代A先生 岡山妹尾店

第78位 炎のだいなごん係長 京都伏見店
第79位 魂のまちこ屋 府中本町駅前店

第76位 万能の有村架純二世 さいたま・鴻巣店

第77位 影のＡＫＩ屋 市原店

第74位 ピザポテト 草加店
第75位 じゅじゅ様一択 草加店

第72位 赤いまさき帝王 イーアス春日井店

第73位 飢えた米村友希名人 大野城店

第70位 必勝ツインズ 福山店
第71位 最強の岡林悠斗城主 鳴海店

第68位 混沌のゆうた職人 半田店
第69位 月下のPoppychan社長 岡山妹尾店

第66位 頭脳のそのだ商人 鹿児島宇宿店
第67位 打倒綱島こちやファミリー ららぽーと湘南平塚店

第64位 白いイチロー選手 鳴海店
第65位 月下のたいよー魔女 梅田店

第62位 影のひろ姫 奈良ミ･ナーラ店
第63位 月下のげんだい師匠 吉祥寺店
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第144位 魂のれお店長 沖縄・南風原店
第145位 3人の王 宮崎店

第142位 カーブ110 札幌白石本通店

第143位 チーム宜野湾① 沖縄・宜野湾店

第140位 クロデコポン 京都河原町店
第141位 天下の国体選手職人 宮崎店

第138位 勇者のはやと隊長 さいたま・上里店

第139位 トップ ららぽーと湘南平塚店

第136位 影のたむとも竜王 千日前店
第137位 天下のはーこ？城主 豊橋店

第134位 修羅のきょう大王 横浜駅西口店
第135位 初代りょうすけ一族 さいたま・鴻巣店

第132位 悪魔のしょうりゅう仙人 静岡・駿河店
第133位 特攻のきぃ姫 宇都宮店

第130位 悪魔の★Ａ仙人 市川鬼高店
第131位 TEAMオニギリノリ 宇都宮店

第128位 メスビッグゴリラゾウの8乗 名古屋西春店
第129位 愛知FC庄内 千種店

第126位 未来のブリブリ 池袋店
第127位 最強のこた竜王 三宮駅前店

第124位 赤いA魔王 博多半道橋店
第125位 あきひろ＆uru 盛岡店

第122位 パンダの飯はパンだ 宇都宮店
第123位 戦慄のC女王 ららぽーと新三郷店

第120位 魂のA課長 JR尼崎店
第121位 真紅のえいじ先輩 ダイバーシティ東京 プラザ店

第118位 しんな 南砂店
第119位 魂のりき先生 長野店

第116位 勇者ますく教授 みえ川越IC店
第117位 ササキチーム 札幌白石本通店

第114位 鬼のクニテツ将軍 広島店
第115位 月下の黒豹(4℃)降臨 モレラ岐阜店

第112位 踊るかぶとむし先輩 市川鬼高店
第113位 真紅のこうき仙人 朝霞店

第110位 万能のはやと店長 京都伏見店
第111位 天下のなおや軍 松山店

第108位 もりりんぴっく みえ川越IC店
第109位 最強のきらり組 さいたま・上里店

第106位 鬼のあかさたな一族 前橋店
第107位 煌めくサップ三世狂 高松店

第104位 ワルナクラスーリアファモンドゥ 枚方店
第105位 天下のフタケン帝王 府中本町駅前店
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第154位 バモティラノ 大分店
第155位 月下のおむ主将 大分店

第152位 シバ 京都河原町店
第153位 TEAM宜野湾② 沖縄・宜野湾店

第150位 東洋のＹｕ－ｋｉ隊長 鹿児島宇宿店
第151位 戦慄の子魔王 宮崎店

第148位 チーム宮里 沖縄・宜野湾店
第149位 鋼鉄のブロンズ役者神 浜松店

第146位 炎ののろり選手 札幌北21条店
第147位 影のくりさき課長 高知店


