
審査投票ポイント

59 ★決勝戦進出！

45 ★決勝戦進出！

12 ★決勝戦進出！

10

10

スコア

198.651 ★準決勝進出！

198.013 ★準決勝進出！

197.035 ★準決勝進出！

195.861 ★準決勝進出！

195.688 ★準決勝進出！

194.282

193.364

193.355

192.899

192.679

192.543

191.847

191.654

190.896

190.356

190.325

189.845

189.788

188.846

188.825

188.742

188.725

188.609

第22位 ゆかいなともだち。 高槻店

第23位 チーム宮城野 仙台苦竹店

第20位 白いえいすけさん 東淀川店

第21位 ミーヤキャッツ 吉祥寺店

第18位 天上のじゅな組 佐賀店

第19位 踊るエノキ元帥 名古屋西春店

第16位 風神ばらくん 横浜綱島店

第17位 本日のビジターＢさん 川崎大師店

第14位 RKSC ららぽーと新三郷店

第15位 頭脳のヒデ。部長　 福山店

第12位 僕達私達あわせてふたしげ組 ららぽーと和泉店

第13位 府中人 府中本町駅前店

第10位 修羅のビジターB姫 池袋店

第11位 にじ 福島店

第8位 あきはる 京都伏見店

第9位 麦わらの七味 三宮駅前店

第6位 赤いおたけさん 町田店

第7位 HUE 広島店

第4位 影の鷹軍 浜大津アーカス店

第5位 とよちゃんまーくん 武蔵村山店

第3位 黄昏のタケル大臣 山梨・石和店

一回戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 華麗なるみなっち♂先輩 岡山妹尾店

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 とよちゃんまーくん 武蔵村山店

第2位 白亜9 山梨・石和店

第4位 影の鷹軍 浜大津アーカス店

第2位 黄昏のタケル大臣 山梨・石和店

第3位 華麗なるみなっち♂先輩 岡山妹尾店

第4位 白亜9 山梨・石和店
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188.552

188.203

187.977

187.776

187.64

187.555

186.987

186.902

186.373

186.306

186.238

186.119

185.896

185.584

185.513

185.241

185.105

184.929

184.428

184.201

184.011

183.641

183.441

183.206

183.038

182.999

182.963

182.957

182.924

182.248

181.924

181.699

181.644

181.013

181.007

180.905

180.861

179.924

179.918

179.847

179.771

179.693

179.327第66位 赤いぺん刑事 前橋店

第64位 二代目ビジターB帝王 盛岡店

第65位 あいあり 上尾店

第62位 天上のしょーま名人 大分店

第63位 花のだいきくん屋 和歌山店

第60位 青い金竜初段 ダイバーシティ東京 プラザ店

第61位 推ししか勝たん 新潟店

第58位 ハンガー さいたま・上里店

第59位 キュゥべえJAPAN 板橋店

第56位 悪魔のTakumi一世 さいたま・栗橋店

第57位 怒れるビジターE組 加古川店

第54位 未来のコーヒー植田屋 JR尼崎店

第55位 天上のわむう軍 東大阪店

第52位 チームしんのじ 三宮駅前店

第53位 鬼のHま魔人 福島店

第50位 43993 高松店

第51位 青いもりもっと仙人 長野店

第48位 優しきくるみ社長 博多半道橋店

第49位 そが 松山店

第46位 crazy. 博多半道橋店

第47位 混沌のヨッシー軍 市原店

第44位 万能のビジターC将軍 函館店

第45位 天下のビジターA城主 中川1号線店

第42位 にょんつぇる 富士店

第43位 黒いりん仙人 鳴海店

第40位 チーム県大 秋田店

第41位 月下のビジターC三世 旭川店

第38位 三代目なちみ大王 函館店

第39位 堺っ子たかまつ 堺中央環状店

第36位 ミロ ららぽーと新三郷店

第37位 呪われた偶像 仙台苦竹店

第34位 KIRARA 池袋店

第35位 勇者もえ女王 鹿児島宇宿店

第32位 あむゆい 福山店

第33位 SAKURA 入間店

第30位 ゆなすず 宮崎店

第31位 チーム塾講 千日前店

第28位 mana~ネイルチップ販売~ 長野店

第29位 優しきななこ先生 横浜綱島店

第26位 なかむら 福岡天神店

第27位 月下のえーけー女王 高槻店

第24位 優しきなかむらくん 京都河原町店

第25位 ぽっちゃまおーい 京都河原町店



178.905

178.833

178.587

177.623

177.513

177.307

174.66

173.921

172.874

172.606

172.577

170.532

169.621

169.263

168.213

167.407

166.44

164.084

163.415

159.291第86位 万能のまもちゃん大王 城東放出店

第84位 嘆きのビジターA先輩 東淀川店

第85位 ビジターA先輩 鹿児島宇宿店

第82位 (^o^)/ 堺駅前店

第83位 雷神Misaking女王 半田店

第80位 黒いビジターA教授 岸和田店

第81位 青いビジターA先生 郡山店

第78位 黄昏のシモザキ初段 高松店

第79位 華麗なわっか～な降臨 前橋店

第76位 頭脳のビジターＢ魔女 習志野店

第77位 ＨＭ さいたま・鴻巣店

第74位 勇者たいちぐみ 武蔵村山店

第75位 キムチ さいたま・上里店

第72位 暫定１位　ガンニエル 豊中店

第73位 メディアウェーブ 吉祥寺店

第70位 ざきすかちん モレラ岐阜店

第71位 マギとち 宇都宮店

第68位 破壊のSAKURA主将 鳴海店

第69位 真心 札幌北21条店

第67位 煌めくしゅーや降臨 城東放出店


