
審査投票ポイント

41 ★決勝戦進出！

32 ★決勝戦進出！

28 ★決勝戦進出！

20

20

スコア

194.453 ★準決勝進出！

194.151 ★準決勝進出！

193.917 ★準決勝進出！

193.215 ★準決勝進出！

192.815 ★準決勝進出！

192.623

192.560

191.988

191.937

191.819

191.742

190.945

190.921

190.637

190.626

190.492

190.346

188.444

188.433

188.373

188.282

187.702

187.263

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 アンビシャスカード 津・高茶屋店

えいすけとまさゆき 東淀川店

第2位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

第3位 本日のけんけんぱ商人 ららぽーと新三郷店

アンビシャスカード 津・高茶屋店
第4位

第3位 本日のけんけんぱ商人 ららぽーと新三郷店

選抜戦
順位 チーム名 所属店舗

第1位 カツ丼食うか？ 中川1号線店

第6位 ほのかな 名古屋西春店

第7位 伏黒恵 板橋店

第4位 ﾓｴこっこクラブ(　・∋・) 伊丹店

第5位 えいすけとまさゆき 東淀川店

第10位 POISON兄弟 三宮駅前店

第11位 反逆のぷに子城主 大分店

第8位 悪魔のるにゃ軍 高槻店

第9位 府中人 府中本町駅前店

第14位 鶏肉と豚肉のカルパッチョ 川崎大師店

第15位 コストコ大好き!!! 豊橋店

第12位 ゆあとこ 草加店

第13位 TH アリオ柏店

第18位 三代目Yama名人 盛岡店

第19位 ばとにし 吉祥寺店

第16位 白い吉塚女王 長野店

第17位 天上のKK初段 浜大津アーカス店

第22位 HaruHina 鳴海店

第23位 帽子軍団 佐賀店

第20位 あゆう313 市原店

第21位 米澤家 札幌北21条店
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187.197

187.053

186.847

186.617

186.608

186.369

186.028

185.857

185.736

185.540

185.498

185.484

185.482

185.464

185.459

185.364

185.309

185.193

185.184

185.034

184.944

184.927

184.619

184.598

184.561

184.401

184.352

184.338

184.276

184.184

184.156

183.899

183.440

183.390

183.080

182.811

182.727

182.606

182.567

182.161

182.117

180.928

180.896

第26位 愛山下 小倉店

第27位 じゃんじゃんバリバリ 姫路飾磨店

第24位 呪われた偶像 仙台苦竹店

第25位 怒れるビジターB選手 八千代村上店

第30位 ポンコツわかめ戦力外 豊中店

第31位 おたぐる 前橋店

第28位 風神ダイワスカーレッ一世 さいたま・栗橋店

第29位 沈黙のいちご主将 姫路飾磨店

第34位 ぎゃるとろり 富士店

第35位 ミラクルガールズ(打算) JR尼崎店

第32位 魂のmeixiao神 和歌山店

第33位 新ぽてとーず卍 秋田店

第38位 二代目ビジターＡ隊長 浜大津アーカス店

第39位 赤いあやね！刑事 武蔵村山店

第36位 進撃のビジターA仙人 草加店

第37位 初代かの選手 和歌山店

第42位 いえ～い 金沢店

第43位 東洋のY軍師 モレラ岐阜店

第40位 黄昏のビジターA竜王 広島店

第41位 堺っ子たかまつ 堺中央環状店

第46位 飢えたビジターB隊長 津・高茶屋店

第47位 踊るかなた魔人 広島店

第44位 東洋の瀬長降臨 沖縄・南風原店

第45位 天下のしゅうと職人 さいたま・鴻巣店

第50位 怒れるMasa師匠 ららぽーと新三郷店

第51位 怒れるさくら姫 京都伏見店

第48位 ペガサス田中 岸和田店

第49位 初代えりか魔女 札幌白石本通店

第54位 ここももりり 長野店

第55位 ひののにとん 伊丹店

第52位 みんご 千日前店

第53位 たみー２ 堺駅前店

第58位 赤いみせる校長 小倉店

第59位 破壊のニコ三世 札幌すすきの店

第56位 嘆きのさんさん初段 さいたま・上里店

第57位 夫婦(親友)しか勝たん 高知店

第62位 本日のすずか竜王 前橋店

第63位 FourteenMK 浜松店

第60位 混沌のみらい課長 習志野店

第61位 ポッキーゲーム、しよ？ 奈良ミ･ナーラ店

第66位 オタク 札幌すすきの店

第64位 ゆかいなあ イーアス春日井店

第65位 カーリー族 高知店



180.797

180.458

180.398

180.393

180.129

180.104

179.886

179.742

179.558

179.537

179.535

179.421

179.146

178.948

178.910

178.829

178.741

178.221

177.807

177.535

177.232

176.735

175.892

175.438

174.290

173.744

173.362

168.324

167.267

167.092

166.006

155.501

143.144

第67位 嘆きの天野川かーびぃ元帥 加古川店

第70位 優しきなる選手 アリオ柏店

第71位 きららの伝説 入間店

第68位 万能の銀王 板橋店

第69位 反逆のみな姫 高槻店

第74位 (￣▽￣;) 堺駅前店

第75位 ずんどこどっこいしょ 堺中央環状店

第72位 けーぽオタク さいたま・上里店

第73位 戦慄のセミまる師匠 ららぽーと湘南平塚店

第78位 悪魔のそた姫 函館店

第79位 はいうおおおおおお 札幌白石本通店

第76位 頭脳のビジターA教授 鹿児島宇宿店

第77位 R&M 静岡・駿河店

第82位 あり モレラ岐阜店

第83位 ひらはし 上尾店

第80位 NA 高松店

第81位 田辺ミッチョル太郎丸@甲子園命 市川鬼高店

第86位 なんか違う山本と愉快な仲間たち 宮崎店

第87位 進撃のりゅうき主将2 市川鬼高店

第84位 This 博多半道橋店

第85位 修羅のビジターA組 町田店

第90位 アヴァロン 福山店

第91位 初代ビジターB魔女 新潟店

第88位 はなみずなつみなみんみん 郡山店

第89位 もこもこブランケット 山梨・石和店

第94位 めんたいこ 半田店

第95位 静かなビジターD元帥 枚方店

第92位 特攻のビジターB姫 沖縄・宜野湾店

第93位 優しきぷりん一族 鳴海店

第98位 修羅のビジターC教授 岡山妹尾店

第99位 ゴリラチンパンジー 半田店

第96位 Karea 枚方店

第97位 タケっとプリキラ 梅田店


