
審査投票ポイント

66 ★決勝戦進出！

41 ★決勝戦進出！

33 ★決勝戦進出！

29

11

スコア

198.479 ★準決勝進出！

194.568 ★準決勝進出！

193.050 ★準決勝進出！

192.401 ★準決勝進出！

192.268 ★準決勝進出！

191.707

191.517

191.107

190.596

190.375

190.364

190.053

189.967

189.815

189.658

189.529

189.450

189.449

189.275

188.771

188.716

188.685

187.930

第22位 頭脳のたくと覇王 徳島・万代店

第23位 びらんびらん 郡山店

第20位 東洋のあいら番長 川崎大師店

第21位 てる 松山店

第18位 修羅のパリック帝王 京都河原町店

第19位 株式会社ふみや貿易 ダイバーシティ東京 プラザ店

第16位 Yurari 東大阪店

第17位 限界審神者 福島店

第14位 暴走ビジターA仙人 姫路飾磨店

第15位 幼なじみ 函館店

第12位 あなげ 横浜駅西口店

第13位 Planet JR尼崎店

第10位 プリキュア５GoGoGo 伊丹店

第11位 チーム学院 仙台苦竹店

第8位 なーさけ 仙台苦竹店

第9位 社不と学生 城東放出店

第6位 府中人 府中本町駅前店

第7位 限界のえいすけとまさゆき 東淀川店

第4位 もでぃた 上尾店

第5位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

第3位 HUE 広島店

選抜戦
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

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 Player A 戦力外 町田店

第2位 Player A 戦力外 町田店

第4位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

第2位 HUE 広島店

第3位 ナカヨシノツモリ 徳島・万代店

第5位 もでぃた 上尾店

1月度 全国大会 選抜戦結果



187.798

187.772

187.607

187.230

187.141

187.071

186.954

186.746

186.740

186.686

186.614

186.387

186.343

185.902

185.852

185.805

185.658

185.467

185.270

185.253

185.225

185.221

185.054

185.009

184.963

184.885

184.884

184.879

184.867

184.768

184.723

184.109

184.107

183.899

183.806

183.570

183.468

183.319

183.302

183.295

183.184

183.169

183.013第66位 マイルスモラレスアルジーナ 市川鬼高店

第64位 附属函館小同窓会札幌支部 札幌北21条店

第65位 成人した混沌のアジ 朝霞店

第62位 反撃のあつや様 和歌山店

第63位 焼肉パラダイス 盛岡店

第60位 荒野のこころ選手 吉祥寺店

第61位 新ぽてとーず卍 秋田店

第58位 踊るみのり博士 横浜駅西口店

第59位 魂のビジターA魔王 岸和田店

第56位 きくちー 沖縄・南風原店

第57位 窓拭き清掃員 札幌北21条店

第54位 特攻隊 沖縄・宜野湾店

第55位 あかがめ 豊橋店

第52位 暴走しゅがー狂 南砂店

第53位 夜の化け物 佐賀店

第50位 進撃のけんた商人 京都河原町店

第51位 万能のこーき魔人 静岡・駿河店

第48位 悪魔のアキネーター選手 豊中店

第49位 鋼鉄のWATAWATA一世 福島店

第46位 NOキリスト 市川鬼高店

第47位 特攻のゆうすけ組 津・高茶屋店

第44位 嘆きのまねやなやはや モレラ岐阜店

第45位 かれかの 半田店

第42位 あゆう129 市原店

第43位 荒野のおいでげでん神 津・高茶屋店

第40位 黒いにぼし帝王 鳴海店

第41位 ray イーアス春日井店

第38位 わっちら介子坊主 富士店

第39位 ネコ 博多半道橋店

第36位 静かなりお王 静岡・駿河店

第37位 ほらこば 豊橋店

第34位 べーと 旭川店

第35位 天下のエンバイロメント魔女 福山店

第32位 焼きのり食べたい 武蔵村山店

第33位 まいやんとゆうか 奈良ミ･ナーラ店

第30位 あさみめい 大分店

第31位 乱れたまい校長 川崎大師店

第28位 反逆のrento元帥 堺中央環状店

第29位 俺..もう二度と負けねぇからぁ 長野店

第26位 上瀧あやとのあだ名　くちびる 福岡天神店

第27位 狩隊 山梨・石和店

第24位 Simba 富士店

第25位 俺の勝ち 名古屋西春店



182.951

182.892

182.743

182.634

182.294

182.135

181.846

181.622

181.497

181.465

181.359

181.324

181.237

180.793

180.522

180.090

179.891

179.867

179.755

179.624

179.561

179.541

179.530

178.860

178.837

178.789

178.775

178.644

178.599

178.510

178.058

177.321

177.142

177.071

176.790

176.457

176.352

175.986第104位 ぼんぼん 堺駅前店

第102位 沈黙のゆうき社長 中川1号線店

第103位 暴走SUSHI元帥 京都伏見店

第100位 明日はきっといい日になる 佐賀店

第101位 馬の顎しか勝たん 前橋店

第98位 あずま3組 長野店

第99位 暇人たち 奈良ミ･ナーラ店

第96位 819 沖縄・南風原店

第97位 ここさき 宇都宮店

第94位 うららときらら 習志野店

第95位 まちゃなちゃ 広島店

第92位 10番森です。 堺中央環状店

第93位 かびごん 札幌白石本通店

第90位 黄昏の狩野二世 鳴海店

第91位 破壊のことつ一族 ダイバーシティ東京 プラザ店

第88位 破壊のブラック選手 ららぽーと湘南平塚店

第89位 飢えた勇樹部長 宮崎店

第86位 鬼のビジターA魔女 みえ川越IC店

第87位 暴走優奈主将 名古屋西春店

第84位 愛のビジターB狂 小倉店

第85位 餃子、パリッとさせたくて 姫路飾磨店

第82位 踊るビジターA一世 大野城店

第83位 炎のビジターA隊長 東淀川店

第80位 からしケチャップ帽 豊中店

第81位 彼氏欲しい！ 梅田店

第78位 限界看護学生 和歌山店

第79位 ヒューリス 大分店

第76位 あくかわ 宇都宮店

第77位 華麗なりんりんたった選手 習志野店

第74位 だいぞう 鹿児島宇宿店

第75位 最強のビジターA降臨 板橋店

第72位 マッコリ 新潟店

第73位 まつおデラックス(*｀･ω･) 千日前店

第70位 特攻のDaichi部長 岡山妹尾店

第71位 入力中 山梨・石和店

第68位 俺たちアソパソマソ JR尼崎店

第69位 青いりさ校長 モレラ岐阜店

第67位 社不野郎 城東放出店



175.573

175.299

175.198

174.800

173.681

171.543

171.193

169.829

168.905

166.478

166.433

165.819

164.701

162.559

160.422

134.242第120位 黒いビジターA組 岡山妹尾店

第118位 はやかわ みえ川越IC店

第119位 ネオ沙花叉クロヱ推し魔人 加古川店

第116位 ぱんだ イーアス春日井店

第117位 まいタケのue 梅田店

第114位 天下の2007580363女王 岸和田店

第115位 闇の大炎帝 小倉店

第112位 破壊のビジターA姫 盛岡店

第113位 Pink 大野城店

第110位 初代Sasa大臣 さいたま・栗橋店

第111位 NA 高松店

第108位 万能のビジターB女王 福山店

第109位 かきくけこ 札幌すすきの店

第106位 秋田中央店 秋田店

第107位 シンレイラボーイ 前橋店

第105位 安眠ちゃんのオムライス 浜松店


