
審査投票ポイント

60 ★決勝戦進出！

29 ★決勝戦進出！

22 ★決勝戦進出！

14

11

スコア

198.871 ★準決勝進出！

196.778 ★準決勝進出！

194.642 ★準決勝進出！

194.118 ★準決勝進出！

193.085 ★準決勝進出！

193.035

192.421

191.807

191.052

190.958

190.421

190.207

190.111

189.834

189.671

189.613

189.190

188.577

188.450

188.418

188.149

187.893

187.743

準決勝
順位 チーム名 所属店舗

第1位 エナオバ 枚方店

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 ナカヨシノツモリ 徳島・万代店

第3位 えいすけとまさゆき 東淀川店

第5位 乱れたるにゃさん 高槻店

第3位 えいすけとまさゆき 東淀川店

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

第6位 あいちゃき。 函館店

第7位 すしざんまい 南砂店

第4位 エナオバ 枚方店

第5位 乱れたるにゃさん 高槻店

第10位 しんちゃんあやちゃん 広島店

第11位 なーさけ 仙台苦竹店

第8位 Yurari 東大阪店

第9位 堺っ子たかまつ 堺中央環状店

第14位 ぶりっこぶりきゅあ 郡山店

第15位 プリキュア5gogogo!!! 伊丹店

第12位 エコキュート 富士店

第13位 アルドとチタと踊るモカ太郎 松山店

第18位 嘆きのぽんちゃん魔王 東淀川店

第19位 まいやんとゆうか 奈良ミ･ナーラ店

第16位 呪われた偶像 仙台苦竹店

第17位 夜は短し歌えよ乙女 城東放出店

第22位 下剋上女子 豊橋店

第23位 混沌のりょー初段 徳島・万代店

第20位 赤いしにょん先輩 鳴海店

第21位 万能のビジターA魔女 函館店
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187.651

187.486

187.266

187.039

186.902

186.223

186.16

186.122

186.104

185.747

185.600

185.516

185.09

185.042

185.007

184.599

184.522

184.453

184.111

184.073

183.915

183.726

183.659

183.551

183.085

183.033

182.919

182.868

182.776

182.057

181.907

181.816

181.680

181.601

181.596

181.537

181.397

181.227

180.988

180.950

180.876

180.443

180.395

第26位 愉快な仲間たち 宇都宮店

第27位 マッコリ 新潟店

第24位 剣道女子 加古川店

第25位 ちいきむ親子 三宮駅前店

第30位 あひる 浜松店

第31位 優しきマツヨシ竜王 豊橋店

第28位 にれしゅー 札幌北21条店

第29位 勇者みなみさん 習志野店

第34位 ライト兄弟 岸和田店

第35位 影のひな覇王 高槻店

第32位 課金厨のゲーマー 大分店

第33位 かれかの 半田店

第38位 東海大甲府&比叡山　元野球部 イーアス春日井店

第39位 沈黙のりゅーきんぐ二世 ららぽーと湘南平塚店

第36位 かなち 新潟店

第37位 むつける 金沢店

第42位 踊るビジターA仙人 広島店

第43位 進撃のやすお課長 津・高茶屋店

第40位 静かなももか主将 東大阪店

第41位 青い悪魔と吸血鬼 福島店

第46位 あいゆいあみあ 博多半道橋店

第47位 まつおといやま 千日前店

第44位 彼氏欲しい！ 梅田店

第45位 沈黙のビジターA大王 沖縄・南風原店

第50位 華麗なKou名人 姫路飾磨店

第51位 ワカチコアスラコ 豊中店

第48位 石和中 山梨・石和店

第49位 矢口豊 モレラ岐阜店

第54位 回復祈ってます 岡山妹尾店

第55位 新ぽてとーず卍 秋田店

第52位 りひたじ 佐賀店

第53位 万能のアキ仙人 佐賀店

第58位 KANAN TEAM ららぽーと和泉店

第59位 万能のとしき仙人 さいたま・上里店

第56位 円軍団 堺中央環状店

第57位 影のビジターC初段 宮崎店

第62位 れん大魔王 さいたま・上里店

第63位 静かなみさ番長 みえ川越IC店

第60位 土曜日はラーメンセットの日 豊中店

第61位 ラストチーム県大 秋田店

第66位 にーなな 博多半道橋店

第64位 いちごくれぇぷ 南砂店

第65位 まきまきまっき 鹿児島宇宿店



180.177

180.045

180.017

179.124

179.096

178.959

178.713

178.255

177.683

177.456

176.416

176.386

176.336

175.551

174.744

174.344

172.662

172.417

171.957

170.923

170.120

169.166

168.462

161.820

161.700

159.142

158.126

第67位 森保万々日が炉 さいたま・栗橋店

第70位 うどん拝め隊 堺駅前店

第71位 乱れたなおちゃん店長 小倉店

第68位 ちんあなご 福山店

第69位 悪魔のブラック神 ららぽーと湘南平塚店

第74位 赤いいだ一世 イーアス春日井店

第75位 静かな(？)おじい軍師とねずみ 名古屋西春店

第72位 みいひよ ららぽーと新三郷店

第73位 あこほの 京都伏見店

第78位 ハライチ モレラ岐阜店

第79位 いつメン 鳴海店

第76位 絶賛推し事中、、、! 前橋店

第77位 cj 大野城店

第82位 NA 高松店

第83位 悪魔のビジターB課長 ららぽーと新三郷店

第80位 ドライフラワーキラー 富士店

第81位 青いビジターB降臨 三宮駅前店

第86位 世界のオカモト 沖縄・宜野湾店

第87位 明日のビジターB店長 福山店

第84位 はむはむきなこ 中川1号線店

第85位 ゆずみゆ 鹿児島宇宿店

第90位 悪魔のゆず！将軍 静岡・駿河店

第91位 勇者2007580349店長 岸和田店

第88位 背後霊のカンヅメ 半田店

第89位 タケとの帰宅 梅田店

第92位 初代まめっち魔人 入間店

第93位 飢えたF博士 名古屋西春店


