
審査投票ポイント

42 ★決勝戦進出！

37 ★決勝戦進出！

25 ★決勝戦進出！

17

　　ー　※

スコア

197.872 ★準決勝進出！

196.197 ★準決勝進出！

195.345 ★準決勝進出！

194.623 ★準決勝進出！

194.023 ★準決勝進出！

193.475

192.788

192.427

192.127

190.252

189.366

189.154

188.822

188.783

188.506

188.353

187.436

187.344

186.868

186.615

186.442

186.239

185.985

※システムトラブルにより未参加

第22位 \(^o^)/ 浜大津アーカス店

第23位 府中人 府中本町駅前店

第20位 お歌大好きーず 千日前店

第21位 平凡な2組 武蔵村山店

第18位 はたけやま 町田店

第19位 天下のビジターA大王 福岡天神店

第16位 プリキュア5GoGoGo 伊丹店

第17位 赤いえりな商人 鳴海店

第14位 逆襲の白いえいすけさん 東淀川店

第15位 むにむにのムニエル 川崎大師店

第12位 万能のビジターA店長 東淀川店

第13位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

第10位 りゆあ 仙台苦竹店

第11位 麦わらの七味 三宮駅前店

第8位 うめぱゆ 函館店

第9位 夜空に輝くふた姫しげ星 ららぽーと和泉店

第6位 煌めく鷹主将 浜大津アーカス店

第7位 幻の７分間 横浜駅西口店

第4位 本日のるり軍 川崎大師店

第5位 AI男 函館店

第3位 よっしー＆ふーかあさん 小倉店

一回戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 カラオケ飽きた 徳島・万代店

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 本日のるり軍 川崎大師店

第2位 チームYDK 横浜駅西口店

第4位 チームYDK 横浜駅西口店

第2位 カラオケ飽きた 徳島・万代店

第3位 AI男 函館店

第5位 よっしー＆ふーかあさん 小倉店

７月度 全国大会 選抜戦結果



185.507

185.134

185.109

184.935

184.916

184.882

184.83

184.808

184.608

184.41

183.948

183.902

183.238

183.089

183.058

182.932

182.393

182.331

181.626

181.413

181.229

181.078

180.953

180.838

180.513

180.355

180.291

180.276

180.238

179.21

179.204

178.49

178.482

178.061

178.02

177.852

177.776

177.341

176.812

175.817

175.629

175.359

175.177第66位 影のあいな職人 札幌すすきの店

第64位 鋼鉄のあや係長 福山店

第65位 炎の蒲鉾番長 豊橋店

第62位 NOVE 浜松店

第63位 天上のYuuki将軍 岸和田店

第60位 怒れるあやたむ魔女 福山店

第61位 風神しーほじょ店長 草加店

第58位 進撃のみい先輩 津・高茶屋店

第59位 煌めくビジターA部長 堺中央環状店

第56位 nana 京都河原町店

第57位 姉と妹 鹿児島宇宿店

第54位 乱れた2003361096神 前橋店

第55位 ガッツ仮面 習志野店

第52位 真紅のまな選手 市原店

第53位 珍ち 高槻店

第50位 ずっとマヨラーでいいのに2 大分店

第51位 ぴえん 池袋店

第48位 ﾑ 名古屋西春店

第49位 てんねんすい 新潟店

第46位 中2 城東放出店

第47位 Stay 盛岡店

第44位 戦慄のパリック一族 京都河原町店

第45位 たまごpami 吉祥寺店

第42位 怒れるぴらっぽ店長 宇都宮店

第43位 くろちゃんず 入間店

第40位 ユニバーサル大福 半田店

第41位 43993 高松店

第38位 破壊のビジターB隊長 岸和田店

第39位 暴走ビジターB女王 和歌山店

第36位 アダルトチルドレン 福島店

第37位 BLACK 大野城店

第34位 沈黙のもえか先生 金沢店

第35位 踊るばら商人 横浜綱島店

第32位 Kanikame 宮崎店

第33位 チームmatsumoto! ! 堺中央環状店

第30位 五味統馬 山梨・石和店

第31位 東洋のTakumi屋 さいたま・栗橋店

第28位 雷神みずほ仙人 モレラ岐阜店

第29位 青い悪魔と吸血鬼 福島店

第26位 きいろ 札幌白石本通店

第27位 まいやんとゆうか 奈良ミ･ナーラ店

第24位 そうすけぽにょの 梅田店

第25位 かわしま 熊本店



175.169

175.168

175.093

174.56

174.179

172.35

171.976

171.673

171.568

169.764

169.493

168.699

167.97

167.193

164.848

162.134

145.632

第82位 漣18歳だけど生きろ JR尼崎店

第83位 チームトイレ 高槻店

第80位 オタク二人組 高松店

第81位 二代目ゴリネェ女王 静岡・駿河店

第78位 さしすせそ 京都伏見店

第79位 田辺ミッチェ遅刻申し訳ないです 市川鬼高店

第76位 モモセ 山梨・石和店

第77位 もももももももものうち さいたま・栗橋店

第74位 けんけん 豊中店

第75位 進撃のたいち隊長 武蔵村山店

第72位 こんにちは 札幌北21条店

第73位 Isikawa 金沢店

第70位 静かなゆうすけ帝王 府中本町駅前店

第71位 戦慄のビジターA城主 ダイバーシティ東京 プラザ店

第68位 愛のあんり選手 鹿児島宇宿店

第69位 まきのあおいーず 長野店

第67位 暴走りく帝王 豊中店


