
順位 チーム名 先鋒 成績 次鋒 成績 中堅　 成績 副将 成績 大将 成績 総計

1 ねじまき麻雀部Ｆ -40.9 紅音 48.7 トシフーニ 56.5 いずみん 18.4 ねじまき鳥∮ 51.0 133.7

2 ビリー軍団 青山学院４年 63.6 ヘクサー -16.9 チーター -11.6 びりびり☆ビリー -32.2 ‐赤犬‐ -18.4 -15.5

3 神田川連合 -27.1 ふわふわ特⺠ 5.0 12.7 ザード -48.9 ☆すいすい☆ 18.8 -39.5

4 激辛麻雀倶楽部 くろぬこ＠激辛 4.4 たか＠激辛 -36.8 るんらん -57.6 62.7 激辛とんぺい焼き -51.4 -78.7

1 喚ばれし悪魔たち 61.2 42.1 愛犬エリス 41.8 2.3 なんなんだー -43.9 103.5

2 kasu07 17.8 おしゅしゅしゅ 5.3 5.6 タケノコ姫 -37.9 まないたようじょ 6.9 -2.3

3 わこつのだ 雷光 -50.2 rill64 -15.3 ヘルス姫屋 -17.3 遊星 57.0 -13.3 -39.1

4 大至急ビール！ -28.8 牌神 -32.1 -30.1 養分一確 -21.4 50.3 -62.1

1 そらとぶ遊走 リリアーヌ -41.7 いけたん 69.1 45.3 楠幸村 9.0 遊走 11.9 93.6

2 とてがおーず 合点笑知 47.3 なんぞにゃん -43.2 新春柴犬 -34.9 61.9 -26.3 4.8

3 エル森中ごらく部 げりげり☆ゲリー -14.3 灰原哀 -26.9 12481632 -16.0 -41.2 51.1 -47.3

4 六人の野武士 seiyajp5 8.7 みっつぃ～ 1.0 NOBUSHI 5.6 デジタル仙人 -29.7 -36.7 -51.1

1 良質保存軍 ⼀⽅通⾏ 5.1 ⺠芸 60.1 御⼦柴玲亜 50.3 ぷち先輩 -65.3 すずめクレイジー 48.8 99.0

2 はぐれ幻想麻雀勢 魔法少⼥ルルルン 48.5 寒打多 14.9 鐘音 -39.5 避けるチーズ 67.9 ろじゅまる -18.4 73.4

3 -37.6 -45.0 バードン 6.1 湊の釣師 8.9 ミヤキ 2.4 -65.2

4 シロクロ -16.0 -30.0 -16.9 らっしー -11.5 ウィドゥ＠阪神 -32.8 -107.2

1 チームアヘアヘ ⻤畜戦⼠ 9.7 ごんざぶろー -23.7 イニエスタ 45.0 鈴侍 53.1 55.3 139.4

2 すまホ 44.0 はまかぜ＠ 13.9 10.7 -42.8 こばっちぃ -17.6 8.2

3 チーム女子力（） -38.6 くらもちよういち 51.6 黒絵 -40.0 ともきゅん♪ -20.7 〓片岡優希〓 10.7 -37.0

4 NISHIGR 確変地獄 -15.1 メカゼットン -41.8 このきー -15.7 10.4 -48.4 -110.6

1 お前らとは違う。 -30.2 41.7 オカデジ雀⼠ 46.2 デネボラ 44.5 GЁЙIUS 4.5 106.7

2 ペチョーリン軍団 ふおん 55.1 yinner06 -37.6 爆牌ウシジマくん -16.4 ⻑島ンガン -12.7 ペチョーリン 73.4 61.8

3 ぱおぱおだぱお MKZ -42.5 10.2 6.0 MKZ 13.6 -29.8 -42.5

4 気軽に雑談住民 嫁によわいねん 17.6 cst148 -14.3 愛識 -35.8 カリテンくん -45.4 fuga4 -48.1 -126.0
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