
審査投票ポイント

42 ★決勝戦進出！

22 ★決勝戦進出！

10

5

スコア

198.774 ★準決勝進出！

198.709 ★準決勝進出！

198.541 ★準決勝進出！

198.279 ★準決勝進出！

198.147

197.564

197.171

195.132

194.746

194.741

193.938

193.311

193.022

192.716

191.811

191.686

191.577

190.781

190.682

190.649

189.69

189.507

189.315

189.239第24位 破壊のはる元帥 府中本町駅前店

第22位 チーム宮城野 仙台苦竹店

第23位 双子組 モレラ岐阜店

第20位 Wille 徳島・万代店

第21位 府中人 府中本町駅前店

第18位 Wやぎ 浜大津アーカス店

第19位 麦わらの七味 加古川店

第16位 鋼鉄のコロン屋 中川1号線店

第17位 黄昏のｓ大臣 半田店

第14位 スズセイ 横浜綱島店

第15位 ユニバーサルだいふく 半田店

第12位 三代目あるる店長 函館店

第13位 空箱（元PLAM.) 横浜駅西口店

第10位 チーム県大 秋田店

第11位 三代目nappling帝王 町田店

第8位 ネオひとみ選手 横浜駅西口店

第9位 とよちゃんまーくん 武蔵村山店

第6位 コロチキナダル 朝霞店

第7位 しすた～ず ダイバーシティ東京 プラザ店

第4位 TOQOB１８ 吉祥寺店

第5位 y=Arcsinx 上尾店

第2位 万能のMaSaShi魔女	 岡山妹尾店

第3位 西春あわちゃんず 名古屋西春店

一回戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 白亜7 山梨・石和店

第2位 白亜7 山梨・石和店

第3位 西春あわちゃんず 名古屋西春店

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 万能のMaSaShi魔女	 岡山妹尾店

第4位 TOQOB１８ 吉祥寺店

年間全国大会 選抜戦結果



189.193

189.18

188.933

188.786

188.781

188.495

188.381

188.354

188.119

187.708

187.291

187.232

187.171

186.918

186.889

186.756

186.747

186.382

186.336

186.256

186.097

185.581

185.519

184.91

184.783

184.512

184.452

184.398

183.954

183.682

183.069

182.93

182.728

182.589

182.479

182.432

181.788

181.779

181.682

181.463

181.402

181.362第66位 まめみさしまる 城東放出店

第64位 凜檎雨。 川崎大師店

第65位 沈黙の2003050815魔人 東大阪店

第62位 ブイヤベース ダイバーシティ東京 プラザ店

第63位 魂のりぃ星人 新潟店

第60位 氷結 新潟店

第61位 チームしんのじ 三宮駅前店

第58位 二代目ビジターB屋 鹿児島宇宿店

第59位 からしケチャップ帽 豊中店

第56位 平凡な8組 武蔵村山店

第57位 初代Asari竜王 高槻店

第54位 H.M. 富士店

第55位 チーム大魔王 鳴海店

第52位 世界史しか勝たん 京都河原町店

第53位 暴走こうだい名人 伊丹店

第50位 嘆きのビジターAくん 宮崎店

第51位 赤いいぶき王 盛岡店

第48位 黄昏のあーたん大臣 中川1号線店

第49位 姫アイドル 浜松店

第46位 チームmatsumoto!!! 堺中央環状店

第47位 炎のMasa竜王 ららぽーと新三郷店

第44位 ブラックラブ 札幌白石本通店

第45位 二郎系ラーメン 郡山店

第42位 僕の夢はプーさん 小倉店

第43位 さくらんぼ 高槻店

第40位 NaCl 三宮駅前店

第41位 ももいろきのこ 城東放出店

第38位 雷神みのり魔王 福岡天神店

第39位 まりふぁーな 福岡天神店

第36位 オリックスバファローズ 三宮駅前店

第37位 たみ～ 堺駅前店

第34位 きんだいふぞく。 東大阪店

第35位 あきはる 京都伏見店

第32位 月下のゆー族 大分店

第33位 ミロ ららぽーと新三郷店

第30位 HUE 広島店

第31位 反逆のアライグマ 吉祥寺店

第28位 けいな部長 大野城店

第29位 チョッパゲ ららぽーと湘南平塚店

第26位 鬼のきのきのこな一族 鳴海店

第27位 バボちゃんねる 東淀川店

第25位 嘆きのユウヤ大王 三宮駅前店



180.859

180.513

180.441

180.349

179.406

179.1

178.769

178.595

178.353

178.332

178.013

177.397

176.064

174.958

174.354

172.782

172.684

156.108

150.856

第84位 赤いかーずーくーん大臣 梅田店

第85位 あやえり 千日前店

第82位 NO　NAME 和歌山店

第83位 二代目こーよー軍師 大野城店

第80位 推ししか勝たん！ さいたま・鴻巣店

第81位 ネオビジターＢ軍 名古屋西春店

第78位 キャッスル姉妹 入間店

第79位 わたしう 福島店

第76位 えれは！ さいたま・栗橋店

第77位 万能のビジターB一族 豊中店

第74位 リンゴ モレラ岐阜店

第75位 メロンソーダ 福島店

第72位 からおけくん 草加店

第73位 kingso 豊橋店

第70位 Txt 前橋店

第71位 鋼鉄のビジターA軍師 旭川店

第68位 leaf　light 札幌すすきの店

第69位 王 佐賀店

第67位 ぴえん 池袋店


