
審査投票ポイント

49 ★決勝戦進出！

44 ★決勝戦進出！

38 ★決勝戦進出！

23

22

スコア

197.820 ★準決勝進出！

195.667 ★準決勝進出！

195.539 ★準決勝進出！

195.502 ★準決勝進出！

195.340 ★準決勝進出！

194.243

193.868

193.801

193.241

193.220

192.534

192.085

191.920

191.665

191.003

190.830

189.681

189.476

189.257

189.217

189.059

188.297

188.268

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 風神ギータマミヤ商人 福岡天神店

第2位 風神ギータマミヤ商人 福岡天神店

第4位 たけおふるや 町田店

第2位 さんねん JR尼崎店

第3位 亀戸二郎　 草加店

第5位 ナカヨシノツモリ 徳島・万代店

第3位 ナカヨシノツモリ 徳島・万代店

選抜戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 亀戸二郎　 草加店

第6位 HappyBirthdayN3 東大阪店

第7位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

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 惨敗のえいすけとまさゆき 東淀川店

第11位 飢えたるにゃ社長 高槻店

第8位 PlayerA戦力外 町田店

第9位 チーム県大 秋田店

第14位 鬼の松田　颯魔女 枚方店

第15位 愛のむらさん 府中本町駅前店

第12位 麦わらの七味 三宮駅前店

第13位 微男微女 府中本町駅前店

第18位 プリキュア５GoGoGo!!! 伊丹店

第19位 情報演習室2のうちら 京都河原町店

第16位 煌めくネギコ商人 宇都宮店

第17位 ずっとマヨラーでいいのに 大分店

第22位 呪いの偶像 仙台苦竹店

第23位 rey イーアス春日井店

第20位 ばたでえええず 吉祥寺店

第21位 届けこの思い 和歌山店

12月度 全国大会 選抜戦結果



188.070

187.989

187.883

187.684

187.670

187.670

187.610

187.374

187.279

187.189

187.088

186.928

186.694

186.536

186.399

186.109

186.060

185.725

185.713

185.687

185.679

185.565

185.486

185.458

185.363

185.255

185.023

184.910

184.872

184.782

184.759

184.663

184.596

184.516

184.484

184.192

184.009

183.830

183.778

183.439

183.352

183.255

182.769

第26位 まいやんとゆうか 奈良ミ･ナーラ店

第27位 ３代目氷川きよし さいたま・鴻巣店

第24位 そんぐふぉーゆー 津・高茶屋店

第25位 五条と伏黒 前橋店

第30位 ぴょんとねもた 習志野店

第31位 Simba 富士店

第28位 鶏肉と牛肉のソテー 川崎大師店

第29位 ひののにとん 伊丹店

第34位 SCONE 大野城店

第35位 最強の武石師匠 ダイバーシティ東京 プラザ店

第32位 スカイラインオタクvq37vh 豊橋店

第33位 本日のみっちー博士 函館店

第38位 本日のしゅーへい降臨 吉祥寺店

第39位 ひらはし 上尾店

第36位 魂のゆいと屋 武蔵村山店

第37位 進撃のAya降臨 盛岡店

第42位 沈黙のrookie先輩 ららぽーと新三郷店

第43位 進撃のの魔人 アリオ柏店

第40位 花のパリック職人 京都河原町店

第41位 あゆう124 市原店

第46位 うーひー 大野城店

第47位 愛のとっしー部長 博多半道橋店

第44位 お猿のほうが強い 松山店

第45位 いまかわに 奈良ミ･ナーラ店

第50位 怒れるにぼし王 鳴海店

第51位 Bigitakageusu 沖縄・宜野湾店

第48位 静かな美波将軍 福岡天神店

第49位 沈黙のビジターC一族 岡山妹尾店

第54位 のんちゃ 市川鬼高店

第55位 暴走さきの姫 豊中店

第52位 店舗年間３位MAZASU卍スノ 新潟店

第53位 真紅のあまごんごん教授 広島店

第58位 黄昏のとちもん軍師 宇都宮店

第59位 転けたえなと元気なみさき 梅田店

第56位 マッコリ 新潟店

第57位 新ぽてとーず卍 秋田店

第62位 POISON　兄弟 三宮駅前店

第63位 静かなビジターD先輩 枚方店

第60位 鋼鉄のビジターA師匠 板橋店

第61位 ぬえ 長野店

第66位 04ENCOUNT 中川1号線店

第64位 青いビジターA組 横浜駅西口店

第65位 ロースカツカレー 城東放出店



182.329

182.169

182.158

182.023

181.900

181.863

181.739

181.213

180.922

180.639

179.557

179.482

179.011

178.641

178.506

178.491

178.174

178.077

178.020

177.299

176.827

176.208

175.760

174.339

173.908

173.541

173.302

173.232

172.750

171.787

167.981

167.843

166.256

164.175

164.015

162.995

第67位 ずっぴー ららぽーと新三郷店

第70位 破壊のかほ竜王 岸和田店

第71位 反逆のわかめ王 豊中店

第68位 ポテト さいたま・上里店

第69位 石和中 山梨・石和店

第74位 雷神きゃんさく将軍 沖縄・南風原店

第75位 まつおデラックス(*｀･ω･) 千日前店

第72位 青い悪魔と吸血鬼 福島店

第73位 華麗なまなか刑事 鹿児島宇宿店

第78位 混沌のアジ 朝霞店

第79位 黄昏のほいッピー一族 みえ川越IC店

第76位 医学生！ 佐賀店

第77位 どん モレラ岐阜店

第82位 踊るトッティ大王 みえ川越IC店

第83位 あゆりの 堺駅前店

第80位 青いビジターA主将 旭川店

第81位 月下のりょう商人 姫路飾磨店

第86位 二代目にーな番長 さいたま・栗橋店

第87位 情ビ31 浜松店

第84位 NA 高松店

第85位 黒いまな魔人 市原店

第90位 ふうさや 鳴海店

第91位 魂のきよ校長 宮崎店

第88位 ネオビジターB降臨 梅田店

第89位 48fam! 朝霞店

第94位 かーせ愛好家 旭川店

第95位 Jkです 福山店

第92位 飢えたりょうたろう初段 浜松店

第93位 ミッチェル太郎【出場電話求】 市川鬼高店

第98位 影のジョーさん 半田店

第99位 z戦士 名古屋西春店

第96位 風神みかん店長 岸和田店

第97位 しまい JR尼崎店

第102位 真紅のピータン軍 長野店

第100位 本日のなうさ狂 和歌山店

第101位 赤いさくま将軍 福山店


