
審査投票ポイント

48 ★決勝戦進出！

45 ★決勝戦進出！

26 ★決勝戦進出！

21

10

スコア

197.201 ★準決勝進出！

195.301 ★準決勝進出！

195.221 ★準決勝進出！

194.762 ★準決勝進出！

194.545 ★準決勝進出！

193.664

193.339

192.141

192.069

191.719

191.613

191.357

191.046

190.984

189.988

189.620

189.425

189.010

188.868

188.690

188.515

188.189

188.030

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 OT男 函館店

第2位 チームYDK 横浜駅西口店

第4位 さんねん JR尼崎店

第2位 ナカヨシノツモリ 徳島・万代店

第3位 たけおふるや 町田店

第5位 チームYDK 横浜駅西口店

第3位 OT男 函館店

一回戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 ナカヨシノツモリ 徳島・万代店

第6位 かわしま 熊本店

第7位 ヤバい冬休み 浜大津アーカス店

第4位 さんねん JR尼崎店

第5位 たけおふるや 町田店

第10位 怒れるしおり女王 ダイバーシティ東京 プラザ店

第11位 万能のじゅら先輩 伊丹店

第8位 長女しか勝たん★ 函館店

第9位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

第14位 ちるなかっぱー 宮崎店

第15位 マッコリモッコリ 徳島・万代店

第12位 あなげ. 横浜駅西口店

第13位 暴走トモさんｖ2 町田店

第18位 高知工科大ｲｽﾞﾏ研#卒論引退 高知店

第19位 ずっとマヨラーでいいのに 大分店

第16位 東洋のKomy将軍 三宮駅前店

第17位 反逆のかき さいたま・栗橋店

第22位 進撃のたく商人 名古屋西春店

第23位 静かなあつや商人 和歌山店

第20位 パリック大佐 京都河原町店

第21位 府中人 府中本町駅前店
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188.005

187.925

187.799

187.708

187.321

187.167

187.060

186.789

186.755

186.753

186.634

186.538

186.527

186.309

185.768

185.669

185.527

185.468

185.295

184.903

184.752

184.413

184.385

184.343

184.252

184.206

184.020

183.950

183.830

183.565

183.564

183.539

183.524

183.447

183.345

183.223

182.586

182.498

182.271

182.101

181.443

181.321

181.008

第26位 最強の拓也姫 草加店

第27位 黄昏のゆいと商人 東大阪店

第24位 ティラミス食べたい 入間店

第25位 優勝したいまさゆきとえいすけ 東淀川店

第30位 さくりり 札幌すすきの店

第31位 かいしゅん 郡山店

第28位 まいやんとゆうか 奈良ミ･ナーラ店

第29位 労働はクソということです 三宮駅前店

第34位 バルズの看板娘 松山店

第35位 反逆のなな王 枚方店

第32位 ひらはし 上尾店

第33位 チーム県大 秋田店

第38位 えらいこっちゃイルミネーション 新潟店

第39位 スクバンズ 広島店

第36位 mana~ネイルチップ販売~ 長野店

第37位 Hopemry 伊丹店

第42位 ぴーちゃんず 南砂店

第43位 りょうはるカップル 岡山妹尾店

第40位 絶対的王者 津・高茶屋店

第41位 なかぴよ 加古川店

第46位 number 山梨・石和店

第47位 もゆ 高槻店

第44位 修羅の亮介番長 ららぽーと和泉店

第45位 あゆう1128 市原店

第50位 荒野のビジターA帝王 半田店

第51位 3代目氷川きよし さいたま・鴻巣店

第48位 さびどんし 千日前店

第49位 ＠りゅ-せいくんやあ 浜松店

第54位 ふましょっぴ 前橋店

第55位 平凡2組 武蔵村山店

第52位 月下のA帝王 広島店

第53位 あかちゃん 市川鬼高店

第58位 しまい JR尼崎店

第59位 最強のドログバ選手 高槻店

第56位 堺っ子たかまつ 堺中央環状店

第57位 特攻のビジターA校長 岸和田店

第62位 鬼のビジターB係長 浜松店

第63位 未来の2001640704博士 福山店

第60位 二代目ぱぴ組 豊橋店

第61位 ふう綾鷹 博多半道橋店

第66位 頭脳のももか名人 姫路飾磨店

第64位 優しきビジターB三世 盛岡店

第65位 反逆のやまたつ博士 ららぽーと新三郷店



180.932

180.707

180.507

180.502

180.422

180.198

180.016

179.865

179.852

179.241

179.176

179.126

178.875

178.832

178.769

178.643

178.176

177.764

177.629

177.627

177.190

176.776

176.759

176.175

175.647

174.944

174.824

174.513

172.242

171.708

170.086

168.579

165.720

163.282

161.671

160.353

159.623

158.513

第67位 ペヤング半分こしたい 梅田店

第70位 チャイティーラテ 習志野店

第71位 勇者だいすけ魔王 京都河原町店

第68位 黄昏のおいら帝王 前橋店

第69位 月下のA初段 福山店

第74位 NA 高松店

第75位 新ぽてとーず卍 秋田店

第72位 飢えたにこにこ職人 福岡天神店

第73位 風神ビジターA店長 川崎大師店

第78位 ゆーひねこ 市川鬼高店

第79位 久保山篤武 鹿児島宇宿店

第76位 からしケチャップ帽 豊中店

第77位 炎のビジターB校長 さいたま・上里店

第82位 安奈のシングルベッド 高知店

第83位 ニウエ愛護団体 札幌北21条店

第80位 ぽーこ　あ　ぽーこ 吉祥寺店

第81位 OYAMA モレラ岐阜店

第86位 破壊のビジターA校長 堺駅前店

第87位 東洋のビジターA隊長 鳴海店

第84位 かーせ愛好家 旭川店

第85位 ウロボロス 盛岡店

第90位 修羅のビジターA大王 和歌山店

第91位 蓮華アカデミー 長野店

第88位 もあ 郡山店

第89位 踊るあんず刑事 ららぽーと新三郷店

第94位 調子いいね 梅田店

第95位 破壊のビジターA狂 富士店

第92位 最強の幼なじみ アリオ柏店

第93位 キタサン アリオ柏店

第98位 真紅のgrui女王 千日前店

第99位 頭脳のまさし降臨 沖縄・宜野湾店

第96位 はむはむきなこ 中川1号線店

第97位 影のひゅーが名人 福岡天神店

第102位 特攻のしんしん大王 鳴海店

第103位 チームほくろ 静岡・駿河店

第100位 特攻の美生覇王 富士店

第101位 イーアス イーアス春日井店

第104位 黄昏のビジターCさん 岡山妹尾店


