
審査投票ポイント

78 ★決勝戦進出！

27 ★決勝戦進出！

26 ★決勝戦進出！

11

6

スコア

196.548 ★準決勝進出！

194.82 ★準決勝進出！

192.474 ★準決勝進出！

192.136 ★準決勝進出！

190.61 ★準決勝進出！

190.4

189.881

189.216

188.78

188.436

188.025

187.796

187.766

187.735

187.155

186.58

186.069

185.6

185.457

185.197

185.103

184.949

184.614

第22位 青い悪魔と吸血鬼 福島店

第23位 やすやす 堺駅前店

第20位 モブと愉快な仲間たち 千日前店

第21位 未来のなり降臨 長野店

第18位 Tjcのおんなの 津・高茶屋店

第19位 沈黙のワラビー主将 三宮駅前店

第16位 雷神パン降臨 奈良ミ･ナーラ店

第17位 天上のMasa魔王 ららぽーと新三郷店

第14位 シミオンズ 広島店

第15位 チーム宮城野 仙台苦竹店

第12位 SUN×2常夏べーべーず 入間店

第13位 暴走パリック星人 京都河原町店

第10位 でんたー 半田店

第11位 マンじゃーず 広島店

第8位 本日の西崎星人 姫路飾磨店

第9位 阿久比 半田店

第6位 初代たのまる組 函館店

第7位 チーム県大 秋田店

第4位 乱れた鷹先生 浜大津アーカス店

第5位 マーライオンの脇あせ 鹿児島宇宿店

第3位 まっちゃんの冒険 福島店

一回戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 100円引き目指す 山梨・石和店

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 100円引き目指す 山梨・石和店

第2位 反逆の将軍(南砂店代表) 市川鬼高店

第4位 反逆の将軍 南砂店

第2位 マーライオンの脇あせ 鹿児島宇宿店

第3位 まっちゃんの冒険 福島店

第5位 乱れた鷹先生 浜大津アーカス店
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184.579

184.009

183.564

182.852

182.466

182.386

182.371

181.441

181.272

181.239

180.549

180.53

180.061

180.052

179.864

179.437

179.35

179.24

179.159

179.154

179.098

179.075

179.043

178.947

178.839

178.744

178.296

177.683

177.172

177.051

177.01

176.972

176.522

176.124

175.758

175.238

174.831

174.76

173.981

173.793

172.409

171.474

170.163第66位 オムライス 京都伏見店

第64位 混虹光の宣告者 名古屋西春店

第65位 踊るやーしゅー大臣 札幌北21条店

第62位 タ 博多半道橋店

第63位 優しきりょうたろう係長 浜松店

第60位 踊るアイナ社長 JR尼崎店

第61位 黒いりょう王 高槻店

第58位 飢えた2006554921竜王 和歌山店

第59位 Kkあつし 金沢店

第56位 チーム神大ＳＨＣ　Ｃｈｅｍ ららぽーと湘南平塚店

第57位 ドブロイ波 金沢店

第54位 月下のビジターA星人 上尾店

第55位 戦慄のビジターA隊長 さいたま・栗橋店

第52位 しょーぎょーの頭 福山店

第53位 CJ 大野城店

第50位 三代目もえ女王 富士店

第51位 悪魔のビジターA仙人 熊本店

第48位 破壊のビジターA姫 モレラ岐阜店

第49位 麻野と上地 城東放出店

第46位 ?アングレカム? 高槻店

第47位 天下のいむら降臨 新潟店

第44位 沈黙のビジターA姫 梅田店

第45位 堺っ子たかまつ 堺中央環状店

第42位 しSろ 浜松店

第43位 23 城東放出店

第40位 デドダム再録はよ 札幌北21条店

第41位 青いこーーー族 中川1号線店

第38位 だにえる 豊橋店

第39位 まさおが 京都河原町店

第36位 19歳のそうちゃん 新潟店

第37位 すずせい 横浜綱島店

第34位 ずっとマヨネーズでいいのに 佐賀店

第35位 雷神マナティ係長 習志野店

第32位 天才のみうる二世 横浜駅西口店

第33位 戦慄のyukina0201三世 岸和田店

第30位 マギもん 宇都宮店

第31位 新ぽてとーず卍 秋田店

第28位 チームしんのじ 三宮駅前店

第29位 とあふじえ 宮崎店

第26位 INI 佐賀店

第27位 初代あああ先生 名古屋西春店

第24位 荒野のサカナ覇王 ららぽーと湘南平塚店

第25位 愛のななな職人 大分店



169.673

169.656

169.398

167.149

166.881

164.038

159.882

159.594

142.463

第74位 ハッピーチーム 豊中店

第75位 はっさいたんじょうびーず 豊橋店

第72位 テ 博多半道橋店

第73位 かぁわ さいたま・上里店

第70位 風神ビジターC星人 JR尼崎店

第71位 チームまこまこ みえ川越IC店

第68位 なめたけと愉快な仲間たち さいたま・上里店

第69位 踊るたき こういち番長 東大阪店

第67位 田辺ミッチェ吾郎〈出場電話求〉 市川鬼高店


