
A B

A1 ム・サ・コ（小杉じゃねぇぞ） もっちゃんエモーショナル 斡旋１０ カツカレー B1 5弱 金 バーチャファイター わた ごり

ム・サ・コ（小杉じゃねぇぞ） 5弱

もっちゃんエモーショナル 金

斡旋１０ バーチャファイター

カツカレー わた ごり

A2 最高にかっこいいメンズ 鷹の団 斡旋９ レディーファイター5CE B2 マジェの屍を越えていけ ZOZOTOWN リクヤーズ ターキーズ

最高にかっこいいメンズ マジェの屍を越えていけ

鷹の団 ZOZOTOWN

斡旋９ リクヤーズ

レディーファイター5CE ターキーズ

A3 野性爆弾 ザ・ワールド（世界） NONAME 痔元は修羅の国 B3 数えマスター 3rd村浅ふぁい部 神々の集い やる気だけは負けない勢

野性爆弾 数えマスター

ザ・ワールド（世界） 3rd村浅ふぁい部

NONAME 神々の集い

痔元は修羅の国 やる気だけは負けない勢



A4 ちゃぴいずごっど 立川ブリッジ　橋ナル者 あれっくす☆ねいしょん チーム薄い本 B4 ラストサムライ 名古屋港水族館 伝説の底辺おじ OBANGA

ちゃぴいずごっど ラストサムライ

立川ブリッジ　橋ナル者 名古屋港水族館

あれっくす☆ねいしょん 伝説の底辺おじ

チーム薄い本 OBANGA

A5 ファミチキ愛好会 おいも道場 8road B5 ガチくんに！ 西高麻雀部 あんこうチーム 渋谷

ファミチキ愛好会 ガチくんに！

おいも道場 西高麻雀部

8road あんこうチーム

渋谷

A6 ダイヤ連合 やりこみ不足 伝承 オジー・オバボーン B6 帝哀の猛者 田中俊平 TOnde_KIck道場 あききと愉快な仲間たち

ダイヤ連合 帝哀の猛者

やりこみ不足 田中俊平

伝承 TOnde_KIck道場

オジー・オバボーン あききと愉快な仲間たち



A7 裏相撲界 醤油ムース ブルーの部屋 いおりチャンネル(公式) B7 天満モンキーパーク 開幕風破溜めるまで待ってねBELLATOR　RIZIN 和み

裏相撲界 天満モンキーパーク

醤油ムース
開幕風破溜めるまで待って
ね

ブルーの部屋 BELLATOR　RIZIN

いおりチャンネル(公式) 和み

A8 斡旋１７ EX-BURUMI 田中んち ヤングライオン B8 ｢腹八分ろぐ｣ すぴくん老若隊 B-tank 井上王子整骨院

斡旋１７ ｢腹八分ろぐ｣

EX-BURUMI すぴくん老若隊

田中んち B-tank

ヤングライオン 井上王子整骨院

A9 ジュリ5(ジュリ5) チーム熱帯 パパガンプシュリンプ B9 JVCケンウッドeスポーツサークルUTFGC TEAM 無敵時間 いかはらの背中

ジュリ5(ジュリ5)
JVCケンウッドeスポーツ
サークル

チーム熱帯 UTFGC

パパガンプシュリンプ TEAM 無敵時間

いかはらの背中



A10 斡旋１１ りゅうきち討伐隊 カノチャンかすみ with T 100万暴れたねこ B10 三太郎 #ゆきひらさんどうして キャサリン faito crab 長坂不動産（株）

斡旋１１ 三太郎

りゅうきち討伐隊 #ゆきひらさんどうして

カノチャンかすみ with T キャサリン faito crab

100万暴れたねこ 長坂不動産（株）

A11 ひろしオールスターズ
真めろんそーだ討伐隊 feat. 
Meat-Takeshi ガチンコファイトクラブ(仮) Team studio seismic B11 冴えカノFine最高 Power にこにこはんぶんこ！！！！かつき組

ひろしオールスターズ 冴えカノFine最高

真めろんそーだ討伐隊 feat. 
Meat-Takeshi Power

ガチンコファイトクラブ(仮)
にこにこはんぶん
こ！！！！

Team studio seismic かつき組

A12
Cooking_License【プリメル
•アモール】 仏波 ウェルプレイド 忍者5 B12 Kouki The Arashi TV 上毛新聞(2軍) EVOLUTIONS 元チーム誤診

Cooking_License【プリメル
•アモール】 Kouki The Arashi TV

仏波 上毛新聞(2軍)

ウェルプレイド EVOLUTIONS

忍者5 元チーム誤診



A13 OZ会 ポケットぽっぽファンタジー ねおしゃどるー 廻れ！パルクール教室 B13 どすまん帝国 ぷにぷにあなこんだ チンパンエール団 俺達のシャイニングソニソニソニック！

OZ会 どすまん帝国

ポケットぽっぽファンタジー ぷにぷにあなこんだ

ねおしゃどるー チンパンエール団

廻れ！パルクール教室
俺達のシャイニングソニソニ
ソニック！

A14 -oreRevo- スフィア地方
スーパーストリートファイター
2X 仲道ファンクラブ B14 重量級 奥村姫と下僕達 フロンティア@福岡 キャミィV

-oreRevo- 重量級

スフィア地方 奥村姫と下僕達

スーパーストリートファイター
2X フロンティア@福岡

仲道ファンクラブ キャミィV

A15 OneGate 立川市立ブリッジ中学校 上毛新聞(松) コサクバチバチファイターズ B15 ミズモト軍団X 野口V郎 ごぼせん 斡旋３

OneGate ミズモト軍団X

立川市立ブリッジ中学校 野口V郎

上毛新聞(松) ごぼせん

コサクバチバチファイターズ 斡旋３



A16 あほー聖騎士団 DEATH STRANDING 立幌キメラ ミートたけし捜索隊 B16 いや今回は本気。 かにちゃんリフレクター5 じもんみち feat.たいやきあんこ食べカラス新潟アベンジャーズ

あほー聖騎士団 いや今回は本気。

DEATH STRANDING かにちゃんリフレクター5

立幌キメラ
じもんみち feat.たいやきあ
んこ食べカラス

ミートたけし捜索隊 新潟アベンジャーズ

A17 ねこだまし おっさんずルーシー クレムリン軍団 五等分の花よみ B17 ２０２０TOWN きみどり牧場 斡旋１３ サトル トルネード

ねこだまし ２０２０TOWN

おっさんずルーシー きみどり牧場

クレムリン軍団 斡旋１３

五等分の花よみ サトル トルネード

A18 ストV大好きっこ倶楽部 ビワの国から 〜すり身〜
Cooking_License[肉味噌
定食] 豆腐クイッククラッシャーズ B18 ハメ太郎電鉄 20XX Cooking_License【道着と薔薇の芳香剤】たくあんリーグ（仮） かわいいかわいいブランカちゃん

ストV大好きっこ倶楽部 ハメ太郎電鉄 20XX

ビワの国から 〜すり身〜
Cooking_License【道着と
薔薇の芳香剤】

Cooking_License[肉味噌
定食] たくあんリーグ（仮）

豆腐クイッククラッシャーズ
かわいいかわいいブランカ
ちゃん



A19 業者 ジャージ
インフルエンザに気をつけ
て下さい。 とある人をしばき隊 B19 Team Hevolution 斡旋８ プレシオプテラ のほほんぶらり旅

業者 Team Hevolution

ジャージ 斡旋８

インフルエンザに気をつけ
て下さい。 プレシオプテラ

とある人をしばき隊 のほほんぶらり旅

A20 くろあん邸 斡旋１２ 音楽家 ††kuruma-iine†† B20 実質じすたげ おじおじ同盟 C&C 3F暴れは実質無敵

くろあん邸 実質じすたげ

斡旋１２ おじおじ同盟

音楽家 C&C

††kuruma-iine†† 3F暴れは実質無敵

A21 即席だいあもんず とうわ先輩と三下達 持ち込みーず。 こぜ１ B21 斡旋１５ 駒格 男子部門 幼卒特攻隊 Season1

即席だいあもんず 斡旋１５

とうわ先輩と三下達 駒格 男子部門

持ち込みーず。 幼卒特攻隊

こぜ１ Season1



A22 斡旋１
ゴジライン　ロティサリーグリ
ル部 オワチ幕府 美女と野獣とサイコパワー B22 上野工務店 ランクマ大好きクラブ 稲荷道場 竹書房　お米支部

斡旋１ 上野工務店

ゴジライン　ロティサリーグリ
ル部 ランクマ大好きクラブ

オワチ幕府 稲荷道場

美女と野獣とサイコパワー 竹書房　お米支部

A23 8留1中 カニ スカイハイ（ノムケンjapan） すとらいだーず B23 パシフィック・リム #タグに導かれし者達 忍ismGaming不動 大P信者

8留1中 パシフィック・リム

カニ #タグに導かれし者達

スカイハイ（ノムケンjapan） 忍ismGaming不動

すとらいだーず 大P信者

A24 巣鴨チャノマーズ ストリームモンスター うきうき格ゲー倶楽部 たいがーーさん被害者の会 B24 TTTSK はるひこウォーク 斡旋２ VスキルⅢ実装待ち

巣鴨チャノマーズ TTTSK

ストリームモンスター はるひこウォーク

うきうき格ゲー倶楽部 斡旋２

たいがーーさん被害者の会 VスキルⅢ実装待ち



A25 上海魔都100℃倶楽部 TEAM あがV かげっち軍団 終わったらお酒勢 B25 ラーメン同好会 あいさつ過激派 5G だぶやまTV

上海魔都100℃倶楽部 ラーメン同好会

TEAM あがV あいさつ過激派

かげっち軍団 5G

終わったらお酒勢 だぶやまTV

A26 Faden 異種格ゲー連合 はじめまして、闘りますか。 せやなTV B26 GG PLAYERS 林家 甲虫王者ムシキング~森の民の伝説~リュウパーティー

Faden GG PLAYERS

異種格ゲー連合 林家

はじめまして、闘りますか。
甲虫王者ムシキング~森の
民の伝説~

せやなTV リュウパーティー

A27 GameWith
いいプロゲーマーってのは
動物に好かれちまうんだ チーム硬派 一閃距離統一 B27 斡旋５ 斡旋１６ 登山道 スポット21

GameWith 斡旋５

いいプロゲーマーってのは
動物に好かれちまうんだ 斡旋１６

チーム硬派 登山道

一閃距離統一 スポット21



A28 生え際JAPAN 5メガネ!!!!! Let's play なりくんち B28 ウメハラさんへ愛を込めて しおんと愉快な囲いたち♡ 社畜侍 酒ンジャーズ

生え際JAPAN ウメハラさんへ愛を込めて

5メガネ!!!!! しおんと愉快な囲いたち♡

Let's play 社畜侍

なりくんち 酒ンジャーズ

A29 永遠の9月 幸手+つくば勢 NONAME B29 斡旋７ Z戦士 一年に一度逢うシーズン４ 新潟ラーメンWalker

永遠の9月 斡旋７

幸手+つくば勢 Z戦士

NONAME 一年に一度逢うシーズン４

新潟ラーメンWalker

A30 斡旋４ 南斗スト五車星 フリーダム横浜 B30 ワタシゴジ やる気Boys ウチのコが可愛い

斡旋４ ワタシゴジ

南斗スト五車星 やる気Boys

フリーダム横浜 ウチのコが可愛い



A31 Motor TMG タイガーハーレム B31 eお嬢様が叩いていいもの アフリカの会社員と大学生 4939800

Motor eお嬢様が叩いていいもの

TMG アフリカの会社員と大学生

タイガーハーレム 4939800

A32 斡旋１４ ウサギヤmini アケコン何キロ持てる？ B32 斡旋６ ヤングソウルダイナマイト 格ゲー部

斡旋１４ 斡旋６

ウサギヤmini ヤングソウルダイナマイト

アケコン何キロ持てる？ 格ゲー部


