
審査投票ポイント

67 ★決勝戦進出！

29 ★決勝戦進出！

26 ★決勝戦進出！

21

20

スコア

195.637 ★準決勝進出！

195.005 ★準決勝進出！

193.721 ★準決勝進出！

193.421 ★準決勝進出！

192.194 ★準決勝進出！

192.055

191.356

190.676

190.576

190.113

189.266

188.728

188.672

188.389

188.347

187.693

187.525

187.146

186.773

186.73

186.589

186.536

186.416

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 ﾓｴこっこクラブ(　・∋・) 伊丹店

第2位 徳島卍會 徳島・万代店

第4位 ヤバい秋休み 浜大津アーカス店

第2位 麦わらの七味 三宮駅前店

第3位 徳島卍會 徳島・万代店

第5位 暴走ともさん商人 町田店

第3位 麦わらの七味 三宮駅前店

一回戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 ヤバい秋休み 浜大津アーカス店

第6位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

第7位 覚醒の赤いえいすけさん 東淀川店

第4位 ﾓｴこっこクラブ(　・∋・) 伊丹店

第5位 暴走ともさん商人 町田店

第10位 たけおふるや 町田店

第11位 OT男 函館店

第8位 クラジウスクラペイロン 三宮駅前店

第9位 幻の７分間 横浜駅西口店

第14位 ハリファミ 札幌北21条店

第15位 チーム県大 秋田店

第12位 魂のばら星人 横浜綱島店

第13位 狩隊 山梨・石和店

第18位 二代目こういち軍師 熊本店

第19位 91513181 博多半道橋店

第16位 東洋の竜王 習志野店

第17位 本日のTaka仙人 博多半道橋店

第22位 推ししか勝たん さいたま・上里店

第23位 プリキュア５GO GO！！ 伊丹店

第20位 あゆう10162 市原店

第21位 ゆいあいちゃん 千日前店
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186.338

185.991

185.754

185.534

185.217

185.155

185.026

183.884

183.874

183.794

183.352

183.346

183.272

183.128

183.032

182.905

182.792

182.787

182.776

182.737

182.562

182.397

182.303

182.295

182.201

181.989

181.983

181.944

181.934

181.933

181.803

181.572

181.299

181.136

181.056

180.770

180.724

180.301

180.255

180.205

179.606

179.470

179.458

第26位 脇毛 宇都宮店

第27位 藤井にも来てほしかった 高槻店

第24位 本日のはら一世 イーアス春日井店

第25位 ごごご さいたま・栗橋店

第30位 本日のかね神 枚方店

第31位 ズドン1世 半田店

第28位 府中人 府中本町駅前店

第29位 喰らう番人 吉祥寺店

第34位 ずっぴー ららぽーと新三郷店

第35位 かわしま 熊本店

第32位 飢えたらっきー教授 姫路飾磨店

第33位 風神やまたつ元帥 ららぽーと新三郷店

第38位 堺っ子たかまつ 堺中央環状店

第39位 平凡な4組 武蔵村山店

第36位 さくりり 札幌北21条店

第37位 パリック大佐 京都河原町店

第42位 マッコリモッコリ 徳島・万代店

第43位 二代目ビジターA魔人 富士店

第40位 まいやんとゆうか 奈良ミ･ナーラ店

第41位 胸毛 宇都宮店

第46位 頭脳のビジターA先輩 みえ川越IC店

第47位 二人はプリキュア 福島店

第44位 青い悪魔と吸血鬼 福島店

第45位 03の民 武蔵村山店

第50位 ああ人生 池袋店

第51位 踊るいなしょ一世 鳴海店

第48位 華麗なしゅういっちゃん隊長 鹿児島宇宿店

第49位 4中魂 入間店

第54位 黄昏のもっつぁれら仙人 JR尼崎店

第55位 石和中 山梨・石和店

第52位 関スポ 堺駅前店

第53位 最強のたけ軍師 モレラ岐阜店

第58位 黒いめぐみ先輩 和歌山店

第59位 ずっとマヨラーでいいのに 大分店

第56位 チームＪK*** 堺駅前店

第57位 上瀧彪人⬅こうたきあやと 福岡天神店

第62位 暴走ビジターAくん 鳴海店

第63位 マルニッコん 長野店

第60位 真紅のひかり名人 沖縄・宜野湾店

第61位 四則演算 佐賀店

第66位 白いビジターB校長 郡山店

第64位 明日のじゃあ社長 前橋店

第65位 東洋のおさるのジョージ三世 草加店



179.059

179.031

178.932

178.775

178.578

177.808

177.263

177.237

176.840

176.795

176.766

176.478

176.441

176.109

175.854

175.841

175.813

175.491

175.219

174.620

174.568

174.350

173.584

173.183

171.822

170.823

170.799

170.282

169.370

168.975

168.576

168.342

168.093

167.150

166.578

164.957

162.299

158.382

156.375

第67位 ﾌｧﾝｷｰわかめbabys 豊中店

第70位 踊るsantyoume星人 函館店

第71位 混沌のアジ 朝霞店

第68位 サスケ倶楽部 京都伏見店

第69位 三代目ＴＯＭＯ係長 ダイバーシティ東京 プラザ店

第74位 修羅のこーよーくん 沖縄・南風原店

第75位 チーム赤点 仙台苦竹店

第72位 びすこびすこ 豊橋店

第73位 飢えたようへい女王 姫路飾磨店

第78位 A 城東放出店

第79位 戦慄のりょーご店長 習志野店

第76位 乱れたきーたん組 津・高茶屋店

第77位 本日のビジターA将軍 広島店

第82位 三枚堂 南砂店

第83位 本日のayase先生 千日前店

第80位 修羅のかのん番長 さいたま・鴻巣店

第81位 破壊ののん神 松山店

第86位 華麗なるKOZEN将軍 金沢店

第87位 だーれだ(^∇^) さいたま・上里店

第84位 ロン毛なシーズ アリオ柏店

第85位 すかーとをはいたころも 梅田店

第90位 天下のsr0000一族 新潟店

第91位 青いこころ三世 盛岡店

第88位 とみもも連合 富士店

第89位 オカとも子 みえ川越IC店

第94位 戦慄のMikito三世 鹿児島宇宿店

第95位 怒れる高橋実莉教授 岸和田店

第92位 パン同盟 堺中央環状店

第93位 勇者2003830592二世 大野城店

第98位 にゃん 佐賀店

第99位 平等にいこ 津・高茶屋店

第96位 劇団やまだ 静岡・駿河店

第97位 PTO 秋田店

第102位 人間 さいたま・鴻巣店

第103位 イケタツ 豊橋店

第100位 愛のあいなくん 札幌白石本通店

第101位 愛のやまと三世 旭川店

第104位 東洋のビジターB先生 入間店

第105位 沈黙のメロス軍師 半田店


