
＜本戦エントリー　2016.12.17現在分＞
番号：黄色セル…参加票送付完了/赤セル…参加票送付未完了

No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

1 サトウ さとう アロエ 北海道 ディノスパークノルベサ

2 ＴＭオペラオー ていえむおぺらおー レオン 北海道 キャッツアイ清田店

3 エンヤトット えんやとっと ハルト 東京都 マジック上板橋

4 ハンバーグ はんばーぐ レオン 京都府 ゲームパニック京都

5 さわちゃん さわちゃん マヤ 埼玉県 タイトーステーション所沢

6 ＲＹＯＫＩ りょうき セリオス 石川県 アピナ野々市ＢＳ

7 ＭＰ９９９９９９ きゅうたろう ミュー 福岡県 ナナシノスイヘイシ校

8 ＩＳ２００ あいえすにひゃく マラリヤ 滋賀県 ゲームディーノひこね

9 アスタリス あすたりす ルキア 東京都 サードプラネット多摩セン校

10 ミラン みらん ラスク 東京都 ゲームシティ国分寺南

11 プリズま ぷりずま シャロン 千葉県 サンサーカス市川店

12 おのみやアリス おのみやありす ミュー 東京都 タイトーステーション上野アメ横

13 チョーネンテン ちょーねんてん リエル 埼玉県

14 マリラレルラ まりられるら リエル 兵庫県 ジーフラット姫路東駅前店

15 こたつみかん こたつみかん シャロン 東京都 アドアーズ浅草

16 シャーペン しゃーぺん カイル 石川県 バイパスレジャーランド藤江新館

17 こまちつぐみ こまちつぐみ マラリヤ 鹿児島県 アミューズメントリバティー

18 ざっそう ざっそう メディア 東京都 トーホーレジャープラザ

19 イオナズン いおなずん レオン 埼玉県 等々力陸上競技場バックＳ自由

20 Ｓしょうぐん えすしょうぐん ユリ 大阪府 ゲームゼロ



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

21 レオ れお ラスク 東京都 ゲームオスロー立川第２店校

22 スズキのネコカー すずきのねこかー マラリヤ 東京都 ＧＡＭＥ’Ｓ　ＷＩＬＬ一乗寺

23 ウエスト うえすと レオン 愛知県 ゆーふぁくとりー安城店

24 すやあ すやあ ユウ 神奈川県 ウェアハウス川崎

25 みさぎりかなで みさぎりかなで アロエ 富山県 さんしょう富山駅前校

26 あかずきん あかずきん ルキア 新潟県 ラウンドワン新潟店

27 ＰＡＮＤＲＯＩＤ ぽんこつあんどろいど ルキア 大阪府 タイトーステーションなんば

28 まさつＫすう まさつけいすう ミュー 大阪府 関大前フタバボウル

29 リヴァーズ りヴぁーず レオン 神奈川県 プレイＩＣ東海大前

30 ごさくらまち ごさくらまち ルキア 埼玉県 スクウェアワン大宮

31 デフィー でふぃー タイガ 千葉県 セントラル浦安

32 ひびきＤＡＮ ひびきだん ルキア 宮崎県 ラウンドワン宮崎

33 セレネ せれね クララ 兵庫県 遊スペース マジカル

34 にゃる にゃる ユウ 東京都 トーホーレジャープラザ

35 パーシヴァル ぱーしヴぁる セリオス 東京都 アムネット五反田

36 といきのメソッド といきのめそっど マヤ 東京都 タイトーイン綾瀬

37 うさまどれーぬ うさまどれーぬ ミュー 千葉県 ウェアハウス南流山

38 モーニングＧ もーにんぐぐろーりー アイコ 東京都 立川オスロー２・５

39 ちびウィッチ ちびうぃっち アロエ 東京都 タイトーイン綾瀬

40 まんづき まんづき ルキア 神奈川県 ウェアハウス川崎九龍城

41 アオイ あおい カイル 神奈川県 ネバーランド２座間



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

42 むつきとおこ むつきとおこ マラリヤ 埼玉県 ウェアハウス岩槻店

43 セントレイ せんとれい ヤンヤン 兵庫県 ネーブル西宮

44 いせノウミ いせのうみ マラリヤ 滋賀県 ＡＧスクエア大津

45 フレイ ふれい ルキア 茨城県
ジョイプラザ龍ヶ崎
ピンクパンサーつくば

46 ツァイホン つぁいほん タイガ 群馬県 榛名スポーツセンター

47 シオ→フルンタル しおふるんたる セリオス 宮城県 ラウンドワン苦竹

48 なぎいおりん なぎいおりん アイコ 茨城県 千葉レジャーランド野田店

49 サボＸとバントＬ さぼてんとばんとらいん ヤンヤン 埼玉県 キャロム所沢店

50 ダイナマイトあみ だいなまいとあみ メディア 神奈川県 ラウンドワン綱島

51 ゲルテナのせかい げるてなのせかい リエル 愛知県 ＡＤＸマミー出川

52 ウラビティ うらびてぃ アイコ 滋賀県 ネットアクション守山

53 にくにくしい にくにくしい シャロン 宮城県 宝島台原店

54 とょん とよん マヤ 北海道 キャッツアイ新川店

55 ラーユ らーゆ ラスク 埼玉県 ゲームシティ川口

56 ぼーしぱん ぼーしぱん アイコ 高知県 ラウンドワン高知店

57 アップルのソニー あっぷるのそにー アロエ 神奈川県 ラウンドワン横浜駅西口店

58 シアン しあん クララ 宮城県 ゲームコーナー東部

59 べんじー べんじー サンダース 東京都 ＴＳＢＢ高田馬場

60 ほへほへ ほへほへ ラスク 宮崎県 ラウンドワン宮崎店

61 パスタのくに ぱすたのくに メディア 東京都 ゲームグース武蔵小山

62 ＮＯＭＤＡＥ のむでー ラスク 滋賀県 ＡＭジャングル瀬田



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

63 おふらんす おふらんす クララ 東京都 ドラマ野猿

64 ＤーＫ でぃーけー クララ 茨城県 ジョイプラザ龍ヶ崎

65 のー のー アイコ 神奈川県 ネバーランド２

66 さくらシン さくらしん ユウ 北海道 ゲームの森ＪＯＧＯ

67 しんほむら しんほむら カイル 東京都 アムネット五反田店

68 おけやがボーカル おけやがぼーかる マラリヤ 大阪府 ラウンドワン北心斎橋

69 くろみつ くろみつ メディア 宮城県 仙台レジャーランド

70 かすがみずき かすがみずき アイコ 福岡県 ラウンドワン大野城

71 ふーじー ふーじー ユリ 熊本県 アムズ下通り店

72 あわらちかこ あわらちかこ アイコ 東京都 西日暮里バーサス

73 シンシアリー しんしありー シャロン 三重県 ＹＡＺ四日市

74 イズミ いずみ アイコ 東京都 立川オスロー２

75 ＰＡＲＡＮＯＩＡ ぱらのいあ マラリヤ 愛知県 ラウンドワンみえ川越

76 くろのローブ くろのろーぶ ルキア 神奈川県 ゲームファンタジア茅ヶ崎

77 カムカム かむかむ ユリ 東京都 西日暮里バーサス

78 カマテちゃん かまてちゃん ユリ 茨城県 ピンクパンサーつくば　等

79 ますたる ますたる ヤンヤン 北海道 ラウンドワン札幌白石店

80 バクＣシやました ばくしーしやました ハルト 大阪府 ゲームゼロ

81 ドングリ どんぐり リック 大阪府 ラウンドワン豊中

82 アリス３メイシー ありすさーどめいしー シャロン 香川県 ウェアハウス丸亀店

83 カイ かい カイル 兵庫県 トップラン岩岡



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

84 ＲＥＩＬＡ れいら セリオス 愛媛県 駅前スタジアム３

85 たんたかたん たんたかたん マラリヤ 福岡県 ＴＦＳヨドバシ博多

86 Ｓメディかりぱー せきしきめでぃかりぱー メディア 埼玉県 キャロム所沢

87 ジェッタシー じぇったしー アイコ 山口県 ゲームスポットＳＰＥＥＤ

88 ＳＡＢＲ せいばー シャロン 青森県 青森メトロポリス

89 ズバドスター ズバドスター カイル 東京都 ＴＩ綾瀬

90 にんじゃせんぽう にんじゃせんぽう ミュー 大阪府 タイトーステーション日本橋

91 めうめう めうめう アロエ 東京都 トーホーレジャープラザ

92 サニーパンチ さにーぱんち タイガ 千葉県 八千代村上店

93 しんけんゼミ しんけんぜみ シャロン 石川県 レジャラン藤江

94 つらよごしだよ つらよごしだよ アイコ 長野県 パロ佐久

95 サファイア さふぁいあ クララ 埼玉県 ウェアハウス草加

96 ラムーシ らむーし マヤ 岐阜県 柳津アクセス

97 すだちくん すだちくん セリオス 京都府 プレイランドキング円町

98 レイニーデイ れいにーでい ハルト 神奈川県 ＡＭ　ＰＩＡ　大船

99 なんじょるの なんじょるの マヤ 栃木県 タイトーＦステーション校

100 てってぃ てってぃ セリオス 千葉県 ウェアハウス南流山店

101 のりちゃん のりちゃん アイコ 東京都 アドアーズ蒲田

102 ツカサ つかさ マラリヤ 愛知県 エムズパーク豊田

103 でがらし でがらし マヤ 東京都 西日暮里バーサス

104 あらしがおか あらしがおか ユリ 東京都 アドアーズ蒲田



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

105 パオーンかわぐち ぱおーんかわぐち リエル 東京都 トーホーレジャープラザ

106 ハルカノート ちーずくん メディア 三重県 さいたまスーパーアリーナ

107 ＥメＥＤＥメＥＳ えめどえめす メディア 北海道 キャッツアイえにわ店

108 チルノ（） ちるの マラリヤ 三重県 オークランド津

109 やすこうちマミ やすこうちまみ マヤ 京都府 ゲームパニック京都

110 としもいしゃな としもいしゃな ユリ 岩手県 ［休業］バギバギ宮古店

111 ゼロ ぜろ サンダース 東京都 東京レジャーランド小岩店

112 げりらごうう げりらごうう マヤ 山梨県 ゲームパニック甲府

113 ゆうしょう ゆうしょう アロエ 千葉県 ゲームチッタ八千代台

114 あいあんメィデア あいあんめぃであ メディア 兵庫県 トップラン岩岡

115 オシシかめん おししかめん ヤンヤン 大阪府 エンジョイパラダイス

116 もすかアルティナ もすかあるてぃな メディア 徳島県 アミューズメントパフェパレパレ

117 さゆりんごパンチ さゆりんごぱんち シャロン 福岡県 ラウンドワン大野城

118 うぉぉぉぉぉぉぉ うおぉおおぉぉぉ マヤ 東京都 ゲームズＷＩＬＬ

119 あぶらマネー あぶらまねー シャロン 愛知県 ポート２４幸田

120 かっぱとかえる かっぱとかえる リエル 北海道 ゲームの森ＪＯＧＯ

121 みつきレイア みつきれいあ シャロン 富山県 ゲットゲーム佐野、ユーズランド高岡

122 ノコギリガール のこぎりがーる シャロン 東京都

123 あのブサイク あのぶさいく リエル 千葉県 東京ガリバー松戸

124 ハッティー はってぃー セリオス 滋賀県 スーパーヒーロー堅田

125 リゾットカーン りぞっとかーん シャロン 東京都 西日暮里バーサス



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

126 こひなたひかり こひなたひかり ヤンヤン 北海道 キャッツアイ新札幌

127 きたがわＫこ きたがわけいこ マラリヤ 東京都

128 ルミナ るみな アロエ 新潟県 上越レジャーランボウル

129 きろぴょんべや きろぴょんべや ミュー 東京都 タイトーイン祖師谷大蔵

130 スシ すし メディア 東京都 西日暮里ゲームスポットバーサス

131 わさフ わさふ アイコ 千葉県 ウェアハウス南流山

132 なかじまあけみ なかじまあけみ セリオス 京都府 ゲームパニック京都

133 だいふく だいふく メディア 大分県 トライセン萩原

134 れお れお ユウ 東京都 Ｊ＆Ｂ神田

135 テリオス てりおす ルキア 神奈川県 ラウンドワン高津


