
準々決勝A準々決勝A準々決勝A準々決勝A

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 最終持ち点
1 天鳳ばすたーず！ 如月澪 -0.5 終電 5.6 enkaism 34.4 しょぼんｎ 58.1 安眠マクラ 65.6 165600

2 ペチョーリン軍団 VenusSay 2.5 みっつぃ～ 4.5 爆牌ウシジマくん 9.2 長島ンガン 7.8 ペチョーリン 10.4 110400

3 ぱおぱおだぱお２ 東風の央 10.5 ttakkuo -2.8 otaota -1.7 MKZ -26.3 ppaaoo -20.7 79300

4 Ｇ・Ｇたかみな G-net -12.5 G3瀧門 -7.3 湊の釣師 -41.9 ☆かずっち☆ -39.6 中の上 -55.3 44700

準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝BBBB

1 早稲田競技麻雀部 t.w.e.i 7.5 超紙 33.5 さいごのおとうふ 26.0 えるたそ 38.7 keimask 51.4 151400

2 無敵艦隊(笑) evacania -2.5 tanimo@ -3.5 なっきり 0.7 きくてぃす☆ 26.6 イニエスタ 35.4 135400

3 湘北高校麻雀部 sarak 8.0 メガネ秘書 -8.0 みすちょ 18.2 法政大学３年 4.5 メガネ部長 -24.0 76000

4 雀兎！笹太郎 うさぎかい -13.0 ＤＡ職人 -22.0 nonron -44.9 sstaro -69.8 轟猛牌 -62.8 37200

準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝CCCC

1 てんいむい DS -2.0 紫木ー姫 -3.7 阿澄佳奈 7.1 ゆいあず 1.8 ヨーデル食べ放題 8.5 108500

2 太鼓持ち アイマール21 18.4 (ΦωΦ)乙 10.9 お肉ちゃん 15.7 エステー 5.7 nakajuun 6.6 106600

3 雀龍門バスターズ アズタイガ 2.1 shixamo 6.9 しゃしこんぐ -7.4 彩京 -9.5 ギタルマ 1.5 101500

4 姫松高校麻雀部 M@SO -18.5 城口 -14.1 Mame-ya -15.4 俺と妖夢 2.0 からーぜ -16.6 83400

準々決勝準々決勝準々決勝準々決勝DDDD

1 牌寄れ！遊走 リリアーヌ -0.5 いけたん 3.7 SYV&SYS 23.5 英国雀士 34.0 遊走 40.6 140600

2 ♂すまホ♂ dannchi -4.5 どぐされうなぎ 0.4 がーねっと 17.6 人生がやばい 1.5 Mr.コバチ -6.8 93200

3 天鳳舞の陣 これは教育やろな 13.5 NANAHA 15.2 謎の五位力 -4.1 わんわんず. -21.3 ウィドゥ＠阪神 -13.9 86100

4 天鳳紳士軍団 先♀生 -8.5 みやこん１０歳 -19.3 やす-Yasu- -37.0 マオナモミ -14.2 ごんざぶろー -19.9 80100

準決勝準決勝準決勝準決勝ＡＡＡＡ

1 太鼓持ち アイマール21 1.0 親指（大） -7.5 お肉ちゃん -17.1 エステー 22.4 nakajuun 26.8 126800

2 天鳳ばすたーず！ 安眠マクラ -15.0 終電 10.8 enkaism 21.4 しょぼんｎ 10.6 如月澪 26.2 126200

3 牌寄れ！遊走 リリアーヌ 20.0 いけたん 1.0 SYV&SYS 12.2 英国雀士 23.7 遊走 21.4 121400

4 無敵艦隊(笑) evacania -6.0 なっきり -4.3 tanimo@ -16.5 きくてぃす☆ -56.7 イニエスタ -74.4 25600

準決勝準決勝準決勝準決勝ＢＢＢＢ
1 ペチョーリン軍団 VenusSay 8.6 みっつぃ～ 27.4 爆牌ウシジマくん 10.9 長島ンガン 7.2 ペチョーリン 11.0 111000

2 ♂すまホ♂ dannchi -16.0 どぐされうなぎ -17.0 がーねっと -11.2 人生がやばい -14.7 Mr.コバチ 4.5 104500

3 早稲田競技麻雀部 t.w.e.i -10.3 超紙 -3.9 さいごのおとうふ 8.4 えるたそ 10.9 keimask 3.4 103400

4 てんいむい 阿澄佳奈 17.7 紫木ー姫 -6.5 DS -8.1 ゆいあず -3.4 ヨーデル食べ放題 -18.9 81100



５５５５～～～～８８８８位決定戦位決定戦位決定戦位決定戦
5 早稲田競技麻雀部 t.w.e.i 12.5 超紙 11.5 さいごのおとうふ 17.6 えるたそ 34.4 keimask 20.9 120900

6 てんいむい 阿澄佳奈 -7.5 紫木ー姫 -11.0 DS 9.9 ゆいあず -2.5 ヨーデル食べ放題 10.9 110900

7 無敵艦隊(笑) evacania 7.7 きくてぃす☆ 21.0 なっきり 12.0 tanimo@ 4.9 イニエスタ 4.7 104700

8 牌寄れ！遊走 リリアーヌ -12.7 いけたん -21.5 SYV&SYS -39.5 英国雀士 -36.8 遊走 -36.5 63500

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦
1 ♂すまホ♂ dannchi 10.0 どぐされうなぎ 4.5 がーねっと 7.4 人生がやばい 13.1 Mr.コバチ 26.2 126200

2 太鼓持ち アイマール21 5.5 親指（大） 9.0 お肉ちゃん 21.4 エステー 20.8 nakajuun 8.0 108000

3 天鳳ばすたーず！ 如月澪 -15.4 終電 1.1 enkaism 5.7 しょぼんｎ 0.0 安眠マクラ -4.9 95100

4 ペチョーリン軍団 VenusSay -0.1 みっつぃ～ -14.6 爆牌ウシジマくん -34.5 長島ンガン -33.9 ペチョーリン -29.3 70700


