
エントリー
No チーム名

プレイヤーネーム１
（代表者） 使用キャラクター プレイヤーネーム２ 使用キャラクター プレイヤーネーム３ 使用キャラクター プレイヤーネーム４ 使用キャラクター プレイヤーネーム５ 使用キャラクター コメント

166 ム・サ・コ（小杉じゃねぇぞ） ジョリオ ケン 西 サガット トマト ザンギエフ 戦国 バイソン（Boxer） グース ベガ（Dictator） アピナのアケ稼働率なめんなよ

109 もっちゃんエモーショナル FAV|りゅうせい ユリアン
TEAM　iXA|ストーム
久保 アビゲイル もっちゃん ファン 水派 コーリン りんた 是空 泣いてもええんやで

240 斡旋１０ 四季星 コーリン トキ ジュリ 松本 さくら
ミルズx国技館
&ZERO3勢 リュウ パンプキン ナッシュ

226 カツカレー ネカリーノ ネカリ もはめど ベガ（Dictator） ニヤリ キャミィ エムエム アビゲイル おわえちゃん 豪鬼 華麗に勝つ

37 最高にかっこいいメンズ にちようび ララ ボンビ〜 コーリン かなばた サガット しき いぶき ワールド昆布 アレックス LINE教えて

89 鷹の団 CAG/どぐら ベガ（Dictator） CYG/RAZER ふ〜ど レインボー・ミカ DNG/板橋ザンギエフ ザンギエフ YOG/まちゃぼー GSG/倉持由香 レインボー・ミカ ふ〜どさん倉持ちゃんほんま結婚おめでとう

239 斡旋９ LATERAL ジュリ ジンマ かりん しおみず さくら 捲土重来 ザンギエフ えばたん ブランカ

197 レディーファイター5CE Nyanpi かりん たかな いぶき 遊佐 レインボー・ミカ goose かりん 白鳥るな ザンギエフ 当たらなければどうという事は無い

208 野性爆弾 そりひこ ラシード はー ララ カイツブリ ケン H・A・T♂（ハット） ベガ（Dictator） soso 豪鬼 野性（twitter）で出会った仲間達と…！

136 ザ・ワールド（世界） キャリバー ガイル ジオ エド らすと ユリアン GrayEX エド Jay いぶき
メンバーの出身はオーストラリア、アメリカ、イギリス、タイ、そして日本。まさに
世界チームだ。

224 NONAME(No224) luffy レインボー・ミカ abou さくら brick ザンギエフ atrosh バーディー misterX リュウ

107 痔元は修羅の国 さわかぜ ララ 痔持ち サガット 灰猫 ララ エムテック コーリン げん ダルシム ボーズとガールとデカパイで今年は1勝！

115 ちゃぴいずごっど 0chapi0 ケン piroking ユリアン jitajip アビゲイル you_revollution リュウ Be4R_T4 いぶき 頑張りまふ

123 立川ブリッジ　橋ナル者 城之内克也 ラシード カテキン かりん poka ザンギエフ 神保うすお キャミィ 橋ナル者 豪鬼 みんなVT2です⭐ ミ

32 あれっくす☆ねいしょん ぴぴん ザンギエフ ぺろにか アレックス YT ダルシム メトロ リュウ デビバル バルログ(Claw) だいたいアレク

31 チーム薄い本 あんちょ ジュリ いと ファルケ かつせ アレックス ガー ジュリ ケスタ G 薄い本が厚くなるな！

154 ファミチキ愛好会 まめたぢるぞう いぶき アイガ ララ 打ち首 バーディー コボタリン ザンギエフ さんた いぶき スパイシーチキンもよろしく！

75 新潟ラーメンWalker 「家系」こじょ さくら 「二郎」Rui ベガ（Dictator）
「ラーメン屋バイト」し
みそ ユリアン 「魚介」つだゆー アレックス 「つけ麺」ざっきー かりん 進化するご当地麺

74 おいも道場 おひろ 豪鬼 ぽてと ザンギエフ PIPE リュウ かつお エドモンド本田 はると 豪鬼 キリンさんが好きです

19 8road ZackyWild ラシード 田村元監督 キャミィ いかつい野郎 ザンギエフ かくま バイソン（Boxer） 羽良麻セルフ いぶき とある企画の関係者で集まりました

58 ダイヤ連合 マタムネ ガイル KABUDO キャミィ だいゆう エド Desangel ユリアン あきちゃん コーディー 一つの命を救うのは無限の未来を救う事。

132 やりこみ不足 こじろー コーリン ダイキ ケン あつし 春麗 onisys コーリン ぎの ファルケ 仕事第一

137 伝承 えたろー いぶき グリン ユリアン RAGA ララ あつし コーリン えんえ アビゲイル 伝承はこの国の誇りである　九代幸四郎

72 オジー・オバボーン ｵｱﾐﾆｬﾝﾀﾞﾏｲｻﾞ ジュリ ぎしぎし君 ジュリ タテノ かりん カリスマ ラシード わたぼうjp ベガ（Dictator）
逆巻くサイコパワーのストロングゼロ！飲んでやンよ！オーッホッホッホッ
ホッ！

151 裏相撲界 金竜山 エドモンド本田 田子ノ浦部屋 エドモンド本田 体力、気力の限界 エドモンド本田
当麻蹴速(たいまのけ
はや) エドモンド本田 ほげ丸 エドモンド本田 会社の仲良し相撲部で頑張ります！

64 醤油ムース サイトウマジメ ファルケ s-male バーディー 室屋 バルログ(Claw) Nohant ユリアン cron アレックス 記念参加勢ですが、1勝目指して頑張ります！(｀・ω・´)
57 ブルーの部屋 マコレ コーディー 細川ふみえ本田 エドモンド本田 ブルー ララ あかてん サガット アムド 豪鬼 しんじょう君握手して

118 いおりチャンネル(公式) きんぴら キャミィ くまい 是空 ぬかみそ バーディー セフレン ユリアン いおり ケン YouTubeで動画出してます。良かったらチャンネル登録お願いします。

247 斡旋１７ じおっこ 豪鬼

150 EX-BURUMI Maru K.O. バーディー The Burakusu ユリアン Ken De Senzo Q ケン Chris Taline 豪鬼
Termine à Tort ou à 
Raison リュウ Pas là pour blaguer !

227 田中んち たなかくん ユリアン ちゃみこ コーリン Genkyyy ケン たこわさ メナト Goukin ケン 根性値で集まりました。雑草魂

141 ヤングライオン MAKITA ユリアン Shimura ケン ICCY ベガ（Dictator） おにぎり ララ てる エド 常にチャレンジャー

82 ジュリ5(ジュリ5) よっさん ジュリ aiai ジュリ ヤンマー ジュリ GRPT | ぷげら いぶき iXA | 稲葉 ユリアン 今年もジュリ5です

104 チーム熱帯 オバゼア ブランカ mars ダルシム あけさか ラシード クロ サガット ちゃんりゅー ラシード
バラバラなメンバーかと思ったら以外とまとまりがあり、オンラインで募ったメン
バーですから、オンラインと熱帯も掛けてみました

201 パパガンプシュリンプ みつぐま ベガ（Dictator） ちょけ リュウ nawabanga G いつろー ルシア ロック ケン 今夜はそこで

241 斡旋１１ 朝尉 コーディー Suijyu サガット セキ レインボー・ミカ マアヤソ コーリン サイハイ アビゲイル

92 りゅうきち討伐隊 あちゃ 影ナル者 りょー 豪鬼 はつめ キャミィ とらちん G えばー いぶき 道場メンバーを見捨てたりゅうきち師範を許すな。

139 カノチャンかすみ with T あろま エド GSG｜かすみん ファルケ GSG｜かのちゃん コーリン タニーニ かりん べあー 豪鬼 上から35億番目ぐらいの強さです

29 100万暴れたねこ こぼすけ ララ あるかり ジュリ 如月 リュウ ミクラムネ メナト 悠 コーリン ねこは今日、けっして暴れませんでした。

169 ひろしオールスターズ がーこー さくら 竹２Ｄ２ ザンギエフ ギニキ ラシード ４４３ バーディー ちょーく かりん 全１さくらおんねんぞ？

8
真めろんそーだ討伐隊 feat. Meat-
Takeshi モゲヲ コーディー ぺるそなくん コーディー ひろしげ コーディー ポイフル コーディー きすけ コーディー ミートさん、聞こえますか？オレ達からあなたへの鎮魂曲(レクイエム)です

95 ガチンコファイトクラブ(仮) チョウスグル 豪鬼 とんび 春麗 わくす ケン わかば さくら ピストン太郎 バーディー チーム内に完全ガチンコ素人がいます

196 Team studio seismic たぃやま G ぱしりるい かりん ゴミ男 アビゲイル ちゃんしき ラシード じーく バーディー 助けてみゅーらんらん…

163
Cooking_License【プリメル•アモー
ル】 Jun ベガ（Dictator） yagoo かりん キャミキャミ キャミィ トロゴリ ラシード ◯ッキー 春麗

149 仏波 キョウジ キャミィ るーらん サガット らいどん 豪鬼 セイイチロウ ケン セイイチロウパッパ ケン パナシッククライシス

126 ウェルプレイド アカホシ ザンギエフ ゼゲン卍 ベガ（Dictator） hiet バーディー コラキヨ メナト ☆シン☆ ジュリ ｅスポーツ専門会社デス

97 忍者5 りっくん 是空 やるお 是空 あーぶー 是空 いかたか いぶき すずかぜ いぶき 女子高生とれっつぱーりぃー！

122 OZ会 岡安学 ザンギエフ zenji バルログ(Claw) ballbear ラシード らんてぃ ケン からから ガイル 記念参加です。目標は1勝！

127 ポケットぽっぽファンタジー ぱすた 春麗 とりあか コーディー もやし ポイズン ゆきぴょん かりん よしと ケン

193 ねおしゃどるー 西ケン エド toy ファン MOS リュウ misashi かりん セッティー 春麗 記念参加！

198 廻れ！パルクール教室 クローバー ラシード yoichi ラシード Jyack ラシード いまい ラシード たこじょん ブランカ 楽しく参加できたら嬉しいです。優しくしてください！

12 -oreRevo- ボナンザ/Bonanza キャミィ 大和/Yamato いぶき WE-R1│Jimmy1 バルログ(Claw)
ラブレンジ/LOVE-
RANGE ラシード ハーロット/Harlot エドモンド本田 俺たちのREVOLUTION

112 スフィア地方 Red2 是空 しろう かりん 丹羽 ララ Loser かりん ShowHey 豪鬼 あっ　やせいの　格ゲーマーが　とびたしてきた　!!(剣盾未所有)



125 スーパーストリートファイター2X ビーエム バイソン（Boxer） ノグチ ベガ（Dictator） 永田正月 エドモンド本田 はなまるき サガット さそり リュウ
11/23(土)のエックスの10先:小物道(カネコ(Guile)VS Mつん(Ken))が凄く良
い内容なので是非御覧下さい！

142 仲道ファンクラブ 山田哲子 さくら こいわい ポイズン よろしこジェフリー ラシード ヨドリバジャッキー ダルシム ホームステイアキラ リュウ 今からやりこむ人が一人います

88 OneGate Sugar 是空 06shin ルシア つげ ケン kaz ユリアン ノリ レインボー・ミカ れっつちゃりてぃと洒落込むかの。

124 立川市立ブリッジ中学校 土屋 G かずぺそ アレックス モヒ ネカリ ひろき コーディー 朝霧 いぶき 3年G組ぃ～！つちや先生～！

225 上毛新聞(松) くろちき ナッシュ ケンセイ ケン しゃかりき キャミィ 松五郎 ジュリ gonshan エド

138 コサクバチバチファイターズ コサク ネカリ ずみっち ジュリ 空対空のキョウちゃん ナッシュ ひかわハリマオ コーディー くえすと617 ネカリ リグオブレもやってます

135 あほー聖騎士団 あほーせー メナト はやお ザンギエフ やさぐれ 春麗 レン 春麗 伝説のオタク 是空 やさぐれ隊

186 DEATH STRANDING あんどう ユリアン 金デヴ 豪鬼 犬千代 ベガ（Dictator） なない ベガ（Dictator） マッチ キャミィ これが、我々の目撃する最後になる

153 立幌キメラ サイ ラシード ぬ～ぼ～ アビゲイル メモリ レインボー・ミカ がと ファルケ MA20KA コーリン 勘の良いガキは嫌いだよ

202 ミートたけし捜索隊 そうっす ネカリ SEKITAKA ケン AIR コーディー かじき コーリン ひろし コーディー 見つけた方はご一報ください TEL:029-2929-3110
71 ねこだまし Saku ブランカ あきゆ ブランカ 坂本 エドモンド本田 よしのり 影ナル者 剛 ラシード がんばります！

188 おっさんずルーシー 純 ルシア ザワン ラシード Yante ネカリ Hayate いぶき 翔太郎 コーリン コバカツ・・・おまえの分まで飲んで来るからな！

6 クレムリン軍団 のぐち ガイル ういり ベガ（Dictator） ねおぱる バイソン（Boxer） あんとん ナッシュ みのわ バーディー 任天堂が誇る名作シリーズ

176 五等分の花よみ よみ ベガ（Dictator） さくよ 豪鬼 ぐにゃん ケン アゴミ バーディー ピロシ ベガ（Dictator） 責任 取ってよね

90 ストV大好きっこ倶楽部 りゅうきち 豪鬼 あきら キャミィ O.R.C ユリアン Unsung 是空 ITK ダルシム 365日 24時間ストV
111 ビワの国から 〜すり身〜 うるさい☆コイデくん リュウ ジュリさん ポイズン 三浦大昇竜 アビゲイル ピピン ダルシム のなめさん いぶき 忘年会極めに来ました

161 Cooking_License[肉味噌定食] すていさむ ダルシム karako バルログ(Claw) りゅーき ベガ（Dictator） ヒロキチ ユリアン まる レインボー・ミカ

15 豆腐クイッククラッシャーズ ゼノ ベガ（Dictator） AMG|ゆーさま ネカリ KUDO いぶき あべし ファン kodax2000 アレックス チーム名自動生成ガチャでSSR級出ました

54 業者 石井プロ ララ アール 是空 渡辺 ベガ（Dictator） 大須晶 コーリン ハメコ。 G なんでもヤレるのが”業者”なんだよ

63 ジャージ カビ ナッシュ ロッコ バルログ（Claw） みゅこ キャミィ わさび大森 春麗 まなつ かりん ロッコ会長のご挨拶「カプコンさんほんまありがとう」

200 インフルエンザに気をつけて下さい。 ぎたん ルシア トムボーイ ユリアン ひいる ジュリ ゆうまんたろう ザンギエフ マエケン ケン 今年はA型が流行りです

183 とある人をしばき隊 SHO リュウ おにく ベガ（Dictator） クエン酸 キャミィ あびげいリー アビゲイル じゃむお レインボー・ミカ 1番目にでてくるんだよ〜

35 くろあん邸 くろあん ケン メガネマン 豪鬼 紅葉 サガット ひめるも ファルケ イシー ラシード えるしゃーるさん…見捨てないで…！

242 斡旋１２ キスケ ケン テッド サガット 96cafe_GONDO バーディー すぴなー ルシア マツナミ コーリン

77 音楽家 syatten さくら cacono ポイズン bitscape コーリン しろまる リュウ りゅう ナッシュ 音楽なにもわからない

41 ††kuruma-iine†† ††自転車徒歩†† さくら ††ゆー。†† さくら ††イソノボンボン†† さくら ††17bomb†† さくら xXつちにんXx さくら つみれちゃんlove。よーへーぼーい彼女募集中！

210 即席だいあもんず ふっき ユリアン コウ カワウソ ケン スペアリブ ケン KT バルログ(Claw) 昭和に帰らせたい

190 とうわ先輩と三下達 gken ポイズン syun 豪鬼 himekuri コーリン とうわ 豪鬼 kaito キャミィ とうわ先輩なら!!止めてくれるはず!!
128 持ち込みーず。 246 豪鬼 ぽれさん ルシア もちっこ ケン Death Snow レインボー・ミカ ASURA ララ すぐ持ち込んじゃうんですよね。

101 こぜ１ メガ課長 アビゲイル デューク ポイズン eitino バルログ(Claw) リンタロー 春麗 しばＤ ベガ（Dictator） 1の上ブレで終日投資を続ける地獄を教えてやる

231 斡旋１ 全裸親方 エドモンド本田 スカラ バイソン（Boxer） ショッカーM ユリアン YOU 豪鬼 bon7788 ナッシュ

191 ゴジライン　ロティサリーグリル部 すが バイソン（Boxer） あるかい ベガ（Dictator） よーへー ケン コンタロウ いぶき MGN 是空 ロティサリーグリルを最大限に楽しむ部活

121 オワチ幕府 さそび 是空 丸山 リュウ USGY l さくらい レインボー・ミカ Take氏 ザンギエフ イガ いぶき イブキタムモエ(´Д｀)～
103 美女と野獣とサイコパワー はちお キャミィ きらぱん ブランカ つばさ メナト ろめ キャミィ れす ベガ（Dictator） ブランカはペット枠です

3 8留1中 ぱや かりん ろろ ダルシム ちょる レインボー・ミカ ペペペマン ラシード くろいも ベガ（Dictator） 留年はいいぞ

165 カニ HNF | Chan-C ベガ（Dictator） もにもにたん 豪鬼 TAiGA 豪鬼 Cyni. ガイル れおれお バルログ(Claw)
「もにもにしましょう！！（もにもにたん）」「シーズン5最強キャラでがんばりま
す！（れおれお）」「しゅきぴがとまらない（Chan-C）」

4 スカイハイ（ノムケンjapan） まさと 春麗 さかい 豪鬼 セリーナ キャミィ ももち コーリン りゅうちゃん ガイル 今年もサイコーなチームを組めました。

50 すとらいだーず ナタデコ 是空 いいちこ 是空 路地裏 是空 ろぜろぜ 是空 ぱすてこ 是空 鉄鼠!!雷獣!!
133 巣鴨チャノマーズ まっく閣下 ユリアン くぽぽロボ バルログ(Claw) ぱる総理 ラシード どなべ店長 ファン ぱぴこ野郎 キャミィ 桃鉄の新作がとっても楽しみですね。

130 ストリームモンスター 立川 コーリン 竹内ジョン ラシード かずのこ いぶき こくじん バイソン（Boxer） 加藤純一 ガイル 気を付けろ！どこでも配信してるぞ！

206 うきうき格ゲー倶楽部 サイトー かりん ひらたくん 豪鬼 すずきっくす 是空 たかーぴー エド ヤマック ポイズン パナしません！

168 たいがーーさん被害者の会 シロウ かりん もんたな ユリアン しどにー ベガ（Dictator） きぃねこ 是空 ぐでたま リュウ シロウ「私はきぃねこさんの新品のアケコンで台バンをしました。」

230 上海魔都100℃倶楽部 Bingo ザンギエフ 8bit-oldboy リュウ ベンにゃんこ juri ジュリ 木吉カズヤ 豪鬼 zacksun コーディー 魔都100℃参上!
173 TEAM あがV あががいる かりん みこと ネカリ ティトォ キャミィ でででで かりん ふっかー バーディー ラシードを許すな

96 かげっち軍団 WP|Vanao ララ GRPT|MOV 春麗 弟子犬KFG かりん ラオウ さくら かげっち ユリアン 通信速度には自信があります

78 終わったらお酒勢 サダヲ兄さん 春麗 コウ ユリアン 親バカゆーじ ポイズン つん かりん リョータ かりん ドロンボー一派と愉快な達

24 Faden Ｆ・ぼんじゅ ガイル Ａ・うずら リュウ Ｄ・おさむ ネカリ Ｅ・ぎんじろう ガイル Ｎ・るいす レインボー・ミカ
ファーデンと読みます。ドイツ語で糸や紐を意味します。住んでる所や世代を超
え、格闘ゲームを通じて人の絆を結んでいきたいと思います。  

80 異種格ゲー連合 さえ＠サムスピ勢 メナト POCO＠鉄拳勢 ネカリ せーぴろ＠BB勢 ネカリ あいく＠ギルティ勢 ケン
高崎ヘンドリクス
＠UNI勢 ベガ（Dictator） 対戦相手に自分の好きなゲーム押し付ける過激派集団

49 はじめまして、闘りますか。 はる ララ やうぽん ファルケ MAAO アビゲイル じすぽん キャミィ さとけん ファン しんじょうくん"さん"と闘いたい

179 せやなTV とよまん バーディー しのD メナト ベックス 豪鬼 シシド ネカリ うっし〜 ケン FAVCUP運営スタッフと助っ人チームです。がんばります！

157 GameWith くなぎさ メナト やすんご 豪鬼 みづも ベガ（Dictator） ツルキ リュウ とくさん 是空 部活メンバーでの参加です

216
いいプロゲーマーってのは動物に好
かれちまうんだ SSNO|ヤス 是空 うめぼし太郎 G N澤 リュウ キャラカブス福留 バルログ(Claw)

多部未華子結婚おめ
でとう ルシア コーンフレーク

51 チーム硬派 ががんど アレックス るーの キャミィ みーや リュウ てんぷる ラシード 栗栖 ネカリ 硬派に定評のある5人衆を連れてきたよ！

189 一閃距離統一 あわ ベガ（Dictator） Fukushi サガット コイチ 春麗 どりでん かりん Eたに アレックス パチンコイチと愉快なゴジライン

209 生え際JAPAN ステイ リュウ シマ かりん Ｔちゃん キャミィ ナギ 是空 イマケン 豪鬼 おれたちは帰ってきた

60 5メガネ!!!!! みしえ ララ はく ファン ねねし コーリン AFG かりん AZ/Pすけ キャミィ アンチルールによりウーロン茶をかぶるぜ

158 Let's play Japanesepants ベガ（Dictator） Thomas ラシード Junk 豪鬼 Yellowtail ダルシム P 豪鬼 We're Japanese.
62 なりくんち ジョジョ太郎 豪鬼 ゆずぽんず ベガ（Dictator） ナリ君 いぶき おわりんぷ 春麗 とりは G 名古屋で強い5人集めたので配信に載ります。

217 永遠の9月 マサシン ケン カズシ ララ 青木まざはる ザンギエフ シンヤ リュウ しまだ ララ トパチャリ仲間募集でチームを組みました。きっかけをくれたマゴさんに感謝



120 幸手+つくば勢 Dアツシ 豪鬼 ほたる 是空 セア さくら ユーリ いぶき ながの 豪鬼 意地をみせます

16 NONAME(No16) マメ ケン やたばにえん。 リュウ もっず かりん まさお さくら take ベガ（Dictator）
234 斡旋４ あっくん 豪鬼 ノリ いぶき ノリ2 いぶき クニユキ コーリン なめたけ アレックス

192 南斗スト五車星 風の紫龍 レインボー・ミカ 炎の遊人 G 雲のd ララ 山のイチ 是空 海のスレッカー ルシア 「天を見よ･･･　見えるはずだ、あの死兆星が！！」

87 フリーダム横浜 うり 豪鬼 やべ かりん ぽいずん レインボー・ミカ おかやま アビゲイル むすこ ガイル 残党

199 Motor Motor1 サガット Motor2 リュウ Motor3 コーディー Motor4 豪鬼 Motor5 ケン

102 TMG
マサトシ in マサラタウ
ン 春麗 オットセイ中島 是空 チン☆穴子さん ネカリ ゆ(´ε｀)@703松 かりん からすみ バイソン（Boxer） ゆっくりねー絵文字

222 タイガーハーレム CW|伊吹諒 春麗 biwako キャミィ 甘口 ララ えす。 サガット ぼたもち 春麗 23日からの招集！

244 斡旋１４ うえぽん ザンギエフ torepan G ざるそば ジュリ おさもや 豪鬼 あしがる ベガ（Dictator）
34 ウサギヤmini テック レインボー・ミカ がる バイソン（Boxer） するめ ネカリ オニキ ベガ（Dictator） バンピ コーリン おじと若者

86 アケコン何キロ持てる？ ひでみち かりん やすし ユリアン あさいす リュウ 柴犬ぼうず レインボー・ミカ こばやん アビゲイル めっちゃ痩せたい

13 5弱 とくそん ベガ（Dictator） チェルノブ バーディー なおさん ララ タケハラ ネカリ みうりんぐ いぶき いぶきッ!!最...あっ、違う違う。俺たち最弱!!!最弱ゥ〜!!!
228 金 RB Hx|Bonchan ナッシュ FAV|sako 影ナル者 YHC-餅 ダルシム itsuka ザンギエフ CYG BST|Daigo ガイル 頑張ります

85 バーチャファイター りんしょう ララ 河井聖矢 ネカリ 悟李羅☆影助 ネカリ ナポレオン ケン 巌流影 バーディー 俺達はバーチャファイター

30 わた ごり まこと かりん ウッチー ファン ザベス ファルケ サカグチ バルログ(Claw) NAO メナト
『私ゴリラ。強キャラパーティー組みたくて異世界転生したら、何故か私以外全
員売れ残りのレアキャラハーレムだった件』

61 マジェの屍を越えていけ マジェ ラシード ふみお かりん
美少女魔法少女恐竜
天使戦士ゆう ネカリ KFR 是空 すま 春麗 みんな、あとは頼んだぞ。

10 ZOZOTOWN もりさわ かりん ホマシンチ ファン ロペス ファン pal_creation かりん めろんそーだ コーディー みんなが健康で長生きできれば

204 リクヤーズ リクヤ 豪鬼 Haruka8160 ポイズン ゆぅ ベガ（Dictator） べにすずめ コーディー いっきゅう 豪鬼 今年も大変お世話になりました

172 ターキーズ ターキー エド やまねこ リュウ のーらんど ジュリ いろはすひろき キャミィ tanrei 豪鬼 殺"e"の波動、ご覧あれ

94 数えマスター Tamaki. ベガ（Dictator） citrus コーリン FatCatz キャミィ べいそん レインボー・ミカ ごりら G メンバー３人のポイント足したら実質マスター（当ててみよう！）

219 3rd村浅ふぁい部 エフ ケン マツケン いぶき A かりん マジックミラー豪 ベガ（Dictator） しんた 影ナル者 ストリートファイターIII 3rd STRIKEの村人達の集まり

160 神々の集い 技巧のデリカット 是空 剛力の田島 ザンギエフ 残虐の水属性 サガット 知性のぶっきー コーリン 飛翔のだしつゆ リュウ 邪悪な5人を集めました

99 やる気だけは負けない勢 謎先ちゃん リュウ なかい ラシード ガングロ ルシア 荒ぶる有袋類どあら 春麗 えりりん 春麗 パナしますけどいいですか？

117 ラストサムライ UGPsみぞぐち ユリアン レバニラ ベガ（Dictator） けふぃあ レインボー・ミカ もりやす 是空 Kazma ユリアン 献血します

68 名古屋港水族館 焼肉 ベガ（Dictator） kuro バーディー ざんぎP ザンギエフ おぐねぇ かりん はるま 春麗 館長は仕事ハメによりお留守番

20 伝説の底辺おじ ゆきまゆ ララ ボンぱん ララ NILLZO キャミィ sawasama ガイル とっしー リュウ 今回も「ワンチャンある！」って連呼してる人は置いてきました。

14 OBANGA 久世 ファン おりんぬ 豪鬼 A.M.G|ぺっちゃん いぶき キスショット ケン チョコブランカ ブランカ OBANのちから見せてあげる！

93 ガチくんに！ ガチくん ラシード もけ ラシード カワノ コーリン 若杉 豪鬼 すなお かりん

114 西高麻雀部 うらしま レインボー・ミカ 種田ユン かりん しゃみ、 いぶき あっすー。 ガイル にまめ G クラカンVトリスタンCA！！一万六千！！

65 あんこうチーム クラッシャー バーディー
でちゃう！メジャー
ボーイ ルシア ササジマ ラシード ナウマン さくら Shuto ユリアン スト5にまぐれ無し。あるのは実力のみ

177 渋谷 中足絶唱TKD 豪鬼 みさわ 豪鬼 おしる バーディー イッセー ユリアン ちょめ太郎 バイソン（Boxer） 頑張ります

105 帝哀の猛者 こやなぎ弐号 ララ こやなぎ壱号 かりん ころぼうず リュウ おとうふ 豪鬼 たけのこのさとし 春麗 猛者です

152 田中俊平 青ガッパ エドモンド本田 ざくろ ララ ドモホルン さくら たまご ブランカ バーム キャミィ おれが田中だ！

184 TOnde_KIck道場 六尺くん アビゲイル ニキシー かりん マモ 豪鬼 だいもん ララ あひる バルログ(Claw)

このキャラに飛べば、どうなる物か。危ぶむなかれ、危ぶめば道は無し。迷わ
ず飛べよ、飛べばわかるさ！アリガ
トォーーーーーーーーーーーー！！！！！！！！

211 あききと愉快な仲間たち あきき バーディー かまやん かりん るーてぃ ケン まるやま リュウ カゲツナ 春麗 2020年末、あききの元に集結した5人の戦士達（初級）

113 天満モンキーパーク 梅園 かりん 清松 是空 うりょ さくら ひとっさん サガット 猿 ラシード 飼育員4+猿1
26 開幕風破溜めるまで待ってね なら ジュリ すくみづ ジュリ いしかわ ジュリ てるお ジュリ シイナ ジュリ Vスキルもお願いします。

180 BELLATOR　RIZIN エネゴリ エド クロメ ラシード た ケン サワチン かりん こうくん コーディー

27 和み シンヤ ケン そよぎ バイソン（Boxer） みしろー ベガ（Dictator） ロータス ララ ゴル ネカリ mhf  2鯖から来ました

9 ｢腹八分ろぐ｣ 紙兎|ファルコン かりん 紙兎|ツートン ザンギエフ 紙兎|もりや メナト 紙兎|コッシーノ大和 ナッシュ 紙兎|ポテタロー アビゲイル 頑張りたいと思いまーす、はい(笑)   ひぃぃ！？

38 すぴくん老若隊 LGK｜すぴくん キャミィ 白のガンダルフ エド 灰のガンダルフ ダルシム あいぎすさ〜ど かりん しばずけ ガイル すぴくんを老人と若人が全力でサポートします。

70 B-tank きのい バイソン（Boxer） ぶち アレックス のーに ケン アオマ かりん taka 春麗 アオマ杯のーに杯不定期開催中きてね！

52 井上王子整骨院 まりを ポイズン ソウジ ダルシム 梨蘭 ネカリ 増田 G MAYO ザンギエフ ご来院お待ちしてます

106 JVCケンウッドeスポーツサークル ハカセ いぶき こじま ベガ（Dictator） おんた メナト ＴＫ ラシード アツシ64 ケン オーディオからカーナビまでお任せください

98 UTFGC ちょぐ バイソン（Boxer） ちゃつぼ かりん 四五六半丁 バーディー ドス バーディー 駿河 バーディー

178 TEAM 無敵時間
NOモーション。 | 矢野
ともゆき。 リュウ

NOモーション。 | 星ノ
こてつ。 エドモンド本田 クッスゥ 豪鬼

FFGC | 
GentlishHyper ケン サカモト アビゲイル 対戦中にNOモーション。のお２人が背後で実況してくれるかも！？

91 いかはらの背中 いかはら G フミティー 豪鬼 小松 バルログ(Claw) もみまん ネカリ ネルナッシュ。 いぶき チーム流星街

229 三太郎 にゃん師 ネカリ -R- バイソン（Boxer） 吉ケン ケン inco バーディー 三太郎 豪鬼 頑張ります

7 #ゆきひらさんどうして ゆきひら コーリン touno いぶき 風神拳 ジュリ アルネロ コーリン 1sBD | ペルシャ ケン 対空の出る5人。頑張ります。ハッシュタグでは検索しないで…
116 キャサリン faito crab Genki アレックス rino キャミィ Kim さくら たかやん かりん MST ザンギエフ セリーナさん、どうして…
187 長坂不動産（株） バイトリーダー｜長坂 バイソン（Boxer） アルバイト｜えこー バルログ(Claw) アルバイト｜やながわ ケン アルバイト｜るう キャミィ アルバイト｜-kenta- ジュリ 賞与あり（業績による）※水道の凍結にご注意ください。

46 冴えカノFine最高 エバンス 春麗 がとつ ジュリ くろたろ ケン FTL/Kageura リュウ のびた かりん 貴方は誰推しですか？

218 Power ときど 豪鬼 アニマルパック ナッシュ ジョビン ネカリ コリアンレスリングマン レインボー・ミカ JEON DDING ラシード 鍛えてます

110 にこにこはんぶんこ！！！！ しらたま いぶき ウドン・D バルログ（Claw） Mirei バイソン（Boxer） らっきー ラシード おぐま ガイル
うおすけ？まりあ？けんじる？テル？いやいや"らっきー"で…バンド｢渦｣よろし
くナ！！！

155 かつき組 かつき ルシア ふなぐち ネカリ せきなが 春麗 もっする ユリアン よしおか 豪鬼 今年の目標も1勝です

39 Kouki The Arashi TV コウキ@ニノ♪ リュウ 住友@翔クン♪ コーリン すえまる@MJ♪ サガット
カロリー@相葉ちゃん
♪ さくら kuron@大ちゃん♪ さくら 嵐20周年おめでとう！今年も募金しに来ました！

76 上毛新聞(2軍) 群馬國 レインボー・ミカ かう G ジョニー ユリアン 核弾頭 ユリアン ババゴンタ アビゲイル ※松五郎氏に許可は頂いてます



2 EVOLUTIONS しんじょう君 リュウ ネモ ユリアン Gunfight アレックス キチパーム ザンギエフ trashbox バーディー

目指すは国内最大級のeスポーツチャリティーカップ優勝。  eスポーツ界が
待っていたドリーム・プロジェクト始動!   しんじょう君と共に集められた世界で戦
う4名の最強選手たちによる 禁断のスペシャルチーム「EVOLUTIONS」結成!!  
12.28 日本のeスポーツは、進化する。

100 元チーム誤診 【元リーダー】大村三 ジュリ
【元エース】KENTA
(天才) エドモンド本田

【元副リーダー】キタム
ラ ラシード 【元テニス部】かめ キャミィ

【元プロフェッサー】コ
バサワラ ザンギエフ 解散中

131 どすまん帝国 どすまん コーリン けいがい コーリン はと いぶき にょっきり さくら よね ケン 絶対王政

28 ぷにぷにあなこんだ ぷに バイソン（Boxer） UNC Brimson バイソン（Boxer） murin ベガ（Dictator） ruripo バイソン（Boxer） kamonas ジュリ 私達は、良識のある大人です。

171 チンパンエール団 ミナンダ キャミィ まつした 豪鬼 赤いミント いぶき GIRU バルログ(Claw) ツナマヨ ルシア 応援の声、辺りに響かせます。

145
俺達のシャイニングソニソニソニッ
ク！ belle コーディー ーYASU－ ポイズン すしまんざい敬 バルログ(Claw) はげぴ ケン けんちき かりん アケコン冷たくてつらい時期がきました、いかがお過ごしですか？

143 重量級 イカヘ エドモンド本田 モリ ベガ（Dictator） OChOK かりん わつ ザンギエフ 外道ともき ザンギエフ カリンもゴリラなので実質重量級

59 奥村姫と下僕達 クニサダ エド オクムラ コーリン ナガシマパイナポー ラシード ミサキ 豪鬼 トザワ バーディー 姫のために頑張ります。

56 フロンティア@福岡 大分人 春麗 なおーん 豪鬼 どんぱち アレックス エニキ ユリアン iXA｜じゃじぃ 豪鬼 日帰りの人もいるんです。

195 キャミィV 様式美 キャミィ パウエル キャミィ トシ キャミィ キャベツ キャミィ カワニシ キャミィ キャラ愛

140 ミズモト軍団X FT0001 豪鬼 Baro キャミィ なりゆ ファルケ Nenos ネカリ のりお 豪鬼 エンジョイ勢

73 野口V郎 野口一郎 エド 野口二郎 G 野口三郎 G 野口四郎 コーリン 板尾創路 ギル ホ〇プロ所属。身長170cm、体重73kg。1971年（昭和46年）3月10日生

207 ごぼせん ぶん蔵 ユリアン くしはら ベガ（Dictator） ユキ ベガ（Dictator） パッカ ケン Kei ガイル ゴボ一本でいく

233 斡旋３ はんたー バルログ(Claw) コロネル キャミィ ありん ラシード オモロイド バルログ(Claw) シュテル ザンギエフ

67 いや今回は本気。 バブルガム ネカリ 火炎瓶 いぶき ハナヤマタ コーリン 指原リノセウス キャミィ ryouta 豪鬼 豪鬼じゃなくてもスパダイいけたもん。

44 かにちゃんリフレクター5 かにちゃん ユリアン ばしばし 春麗 なお レインボー・ミカ まさき 豪鬼 おいたん ナッシュ かにちゃんは5にんのなかでも最弱

181
じもんみち feat.たいやきあんこ食べ
カラス なりみち バーディー RAVEN 豪鬼 みちみち エド じもん メナト たいやきあんこ ガイル みっちみちにしてやんよ

36 新潟アベンジャーズ こぱ かりん あきらら レインボー・ミカ ペロリスト阿田 バイソン（Boxer） フェニックスK いぶき やまけん かりん 2週間前に虫を食べた男たち…。世界の平和は新潟アベンジャーズが守る！

221 ２０２０TOWN セセリ ラシード 伝説のエロゲーマー ジュリ 夢鼠 レインボー・ミカ ナリカワ コーディー アイカツ さくら Narikawa Games をすこれ

84 きみどり牧場 きみどり ナッシュ 269 エドモンド本田 CORINS 是空 ずらまる コーリン 牧場の干し草 エド 目指せ1人1勝　牧場から草持ってきました

243 斡旋１３ 白熊猫(しろぱんだ) バルログ(Claw) 髭野郎 エド きふゆ リュウ 田吾作 いぶき はなおか レインボー・ミカ

17 サトル トルネード てっちん。 豪鬼 勇利 リュウ たみと メナト サトル ラシード みずき バルログ(Claw) 年の差なんて関係ない

33 ハメ太郎電鉄 20XX タンパ溜め太郎 バイソン（Boxer） 瞬獄ハメ太郎 豪鬼 EXブラストハメ太郎 ベガ（Dictator） 低ストハメ太郎 キャミィ 鼻クソ食べ太郎 ラシード ノーコメント

162
Cooking_License【道着と薔薇の芳
香剤】 サトリ リュウ じぇいでぃー 豪鬼 ゆーやん ケン ぺすけ バルログ(Claw) 森のさとり ケン アイヤー！！

45 たくあんリーグ（仮） こむいち 豪鬼 たくあん和尚 かりん すっちん ガイル ナベヤキ キャミィ るいるい ファン 試合結果でリーグ名は変更されます

11 かわいいかわいいブランカちゃん NISHIKIN ブランカ 植村 ブランカ うしのすけ ブランカ りか ブランカ HiFight ブランカ 僕達可愛いブランカちゃん(^^)

148 Team Hevolution ぽりエチレン ユリアン ペコさん アビゲイル てりー ケン まぎしゅー ジュリ 五月雨雀 サガット
ある者は光の戦士から、ある者は岩男から。 格ゲーはHEVOな奴らが、まだ見
ぬ高みを目指すーー！！

238 斡旋８ Mizu コーリン りょた アビゲイル しゃんぷー キャラ未定 seen アレックス ナガティー 豪鬼

213 プレシオプテラ セリカワ バーディー アカサビ コーリン すいか ララ armpitplay ケン オガワ レインボー・ミカ そしてワニ

23 のほほんぶらり旅 ダイゾウ ザンギエフ 大武(オオタケ) かりん アカラナータ ユリアン 涼(すず) ファン はがねのつるぎ ザンギエフ よろしくお願いします！

53 実質じすたげ seikimatsu_yuka キャミィ GSG|志乃 いぶき かいつぉん/ぱすた ポイズン よしぴー バーディー カンちゃん ケン おまたせ。私たちがGisshitsu-STAR.Gamingです。

55 おじおじ同盟 毛糸 いぶき ゴーゲン エドモンド本田 モニ ラシード 康 ネカリ がちゃまる かりん マックスパワー！

43 C&C カリーマン バルログ(Claw) たっぺい 豪鬼 はせまろ アビゲイル Sun-taro サガット チャガマ 是空 一生懸命がんばります！

40 3F暴れは実質無敵 爆走デコトラ伝説 バーディー ガイギー レインボー・ミカ 平山大介の子供 エドモンド本田 タティヴァナ 影ナル者 why so serious? アビゲイル 暴れはホンマ許さん

245 斡旋１５ 杏仁豆腐 エド 金阿弥 エド ShIbA キャミィ 猫派 リュウ アマネ アレックス

175 駒格 男子部門 ハイタケちゃん レインボー・ミカ ずんだ ケン coin バルログ(Claw) まかろん さくら 永遠 アレックス 初心者〜プロまで楽しく活動してます！

147 幼卒特攻隊 celica キャミィ やがるく ユリアン 八神コテツ かりん Keita アレックス 本名OK齊藤遼馬 かりん フロントガラスをぶっ壊す！！

81 Season1 ランガサミ エドモンド本田 Dra 春麗 チャド ファン えぬいー バルログ(Claw) はやと キャミィ プラスどすこい

203 上野工務店 大工さん ユリアン スー ラシード ピコ助 かりん ぶたごりちゃん キャミィ ジョナサン レインボー・ミカ 全国どこでもお仕事承ります。

69 ランクマ大好きクラブ しょげぴー ケン てらひま リュウ みっそー ナッシュ シャノア かりん みんじょ バイソン（Boxer） これはランクマに大切なものを奪われた男達の熱き闘いの記録

47 稲荷道場 KIO キャミィ keipolus 春麗 imoten エドモンド本田 Rudger 豪鬼 R.ムーア 豪鬼

48 竹書房　お米支部 魔王のパパ　ルイルイ さくら
エロい魔王の下僕　ゲ
イにゃー コーディー

魔王の椅子　かにか
にたく いぶき 魔王の財布　硫酸 キャミィ NQ魔王　はくまい コーリン 感情に任せて俺を倒しますかァ！？全権大使の俺をォ！？

174 パシフィック・リム Hanao メナト GroovyMango コーリン CHAP 是空 StaleCoffee コーディー KamikiBlueRiver 豪鬼 ご飯大好き環太平洋国際連合

167 #タグに導かれし者達 abyss-chaos 豪鬼 ありんす ザンギエフ クロセ コーリン 助手 ユリアン 八月 ファルケ 募集タグで集まりました。マゴさんありがとーーー。

212 忍ismGaming不動 Fudoh | 藤村 いぶき Fudoh | ハイタニ 豪鬼 Fudoh | 大谷 豪鬼 Fudoh | ジョニィ かりん Fudoh | えいた ケン 楽しみたいですね。

18 大P信者 バルジ キャミィ ゲーマニ 豪鬼 ゲドチン レインボー・ミカ ディケジョー   どらもん かりん わたぽん コーリン #アベシを許すな

83 TTTSK TX ケン てんわれ かりん センマイ キャミィ たでぃ 豪鬼 クポ 豪鬼 今年も5人集まりました！

66 はるひこウォーク エルシャール ベガ（Dictator） Halhikon レインボー・ミカ 伴 豪鬼 akito ネカリ こん ジュリ 野生のHalhikonが現れた！コマ投げを喰らってあげてね！

232 斡旋２ キョウセイ リュウ 瀬戸 コーリン きゆく ダルシム GUE 豪鬼 Greed ガイル

220 VスキルⅢ実装待ち 社員Ｈ リュウ atyo ファルケ セイン 春麗 よしいさん 豪鬼 じゅんさん ララ 待ってます

170 ラーメン同好会 ナカダ 豪鬼 ごに キャミィ ダルトン アビゲイル メイヴァ いぶき ずふぁい ファルケ シメは二郎で

146 あいさつ過激派 ファブリーザー吉田 バルログ(Claw) 田舎 エド ぷにき リュウ 安室 キャミィ たまこ レインボー・ミカ ラウンジで挨拶をしないと一生文句言われます

5 5G ヤナイ G エスタ G 粉 G トール G いろは G
おお地球人民よ！　力を求める地球人民よ！　力はここにある！私達だ！　パ
ワートゥジアース！！

134 だぶやまTV まきのまき バイソン（Boxer） なまけ ベガ（Dictator） しかろう ジュリ だぶやま 春麗 こえど いぶき

79 GG PLAYERS あなみ 豪鬼 ティーワイ ベガ（Dictator） キラーチュン太郎 ジュリ TKC キャミィ ライス かりん HEAVEN OR HELL
108 林家 マゴ かりん DBクッパ かりん iG | JIEWA 豪鬼 ALUSxDayao | 球球 ユリアン けんぴ ケン 俺達の"絆"は海をも超える。



182 甲虫王者ムシキング~森の民の伝説~ ギョロ目 G あこしん G アクツ ポイズン コウイチ ベガ（Dictator） おーとま 豪鬼 exオーバージャンケン放置ほんまありがとうな

21 リュウパーティー takuyar リュウ アムール リュウ しっけみ リュウ ぼびぃ☆ リュウ ふじい リュウ 「TOPANGA、見てるか？　この5人でお願いします」

235 斡旋５ ローレイ ユリアン ダーヤマスター ガイル ガリョー ケン おがわ 豪鬼 よこた ダルシム

246 斡旋１６ ジョン・ブラックマン かりん ユーゴ ケン ヒロ サガット ドウメキ エドモンド本田 AT コーディー

1 登山道 にの キャミィ きょん ナッシュ そうすけ バルログ(Claw) ハロス ケン だすく ファン キャラ差パンチ一閃

214 スポット21 ニケテリヨ ルシア 五目焼きそば 豪鬼 ハレごろ～ 是空 ひさ 豪鬼 けいず ルシア 地獄行キダァ！

223 ウメハラさんへ愛を込めて ememe ガイル kirusaru ネカリ osakanatinpanG エドモンド本田 クライル ザンギエフ ナンベイ かりん 直前の募集で集まった5人ですが、それぞれ気持ちを込めて参加します！

185 しおんと愉快な囲いたち♡ Melon アレックス 咲ちゃん コーディー oroshi バーディー とふまあ アビゲイル GSG|しおん ジュリ 囲います

144 社畜侍 かろり レインボー・ミカ 早弁小僧 ザンギエフ はまち ファルケ めら 是空 いちいち ジュリ

25 酒ンジャーズ gon 豪鬼 こびまむ レインボー・ミカ ヘルニア ユリアン さくさく ネカリ りゅーじ ネカリ お台場って居酒屋あるん？

237 斡旋７ ホモイシ タスム ナッシュ まさし かりん ヤツ 豪鬼 カワダ ガイル あまゆ ルシア

215 Z戦士 クリリン ナッシュ 悟空 ベガ（Dictator） ピッコロ G 天津飯 ラシード ヤムチャ バイソン（Boxer） ハチャメチャが押し寄せて来る

159 一年に一度逢うシーズン４ よしひろ 豪鬼 なおき 豪鬼 哭麻呂 影ナル者 チェ・チャオズ ダルシム ナミ バイソン（Boxer） ４年目の俺たちは何か違う

119 ワタシゴジ ゴルバチョフ メナト ワイバーン メナト しんた メナト タサ メナト じんまこ ジュリ (*ノﾟДﾟ)八(*ﾟДﾟ*)八(ﾟДﾟ*)ﾉｨｪｰｨ！
194 やる気Boys 柳宮 かりん kuna レインボー・ミカ たいし かりん まるみ キャミィ yuba ラシード 毎日スト5してます

205 ウチのコが可愛い アビゲイルのママ アビゲイル ラシードの彼女 ラシード 春麗の部下 春麗 コーリンの同僚 コーリン ユリアンの信者 ユリアン 推しが尊い

164 eお嬢様が叩いていいもの ダメ人間 いぶき 九条 レインボー・ミカ ささき かりん JoJo ザンギエフ いしじま 豪鬼 ボタンとクソキャラと投げキャラだけですわ

156 アフリカの会社員と大学生 はる かりん さほだ 豪鬼 ノウ ユリアン シレン バイソン（Boxer） b-on7788 ナッシュ 目指せ1勝
22 4939800 ゆーと コーリン 西の村人 ルシア 風太 いぶき モア 影ナル者 Lingo ケン モアにぃのおかげで集まりました

236 斡旋６ フローズン エド まっし キャミィ Brenda001 春麗 BIGDANMUL ジュリ しずはら ルシア

42 ヤングソウルダイナマイト SSNO|さかがみ バイソン（Boxer） きのこボクサー ジュリ 天野 ナッシュ やしろっぷす G ササ ベガ（Dictator） ボガーーーーン！！！！！！！！

129 格ゲー部 シウヘイ かりん iichiko アビゲイル Saitoh ダルシム のりたま ナッシュ モリビル コーリン 予選突破を目指します


