
メーカー 機種名 参加者名 出玉数 決勝進出者 延長戦
新世紀エヴァンゲリオン～使徒、再び～SFW ハルカオリ 21700 1位通過
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS かんちゃん 15000 2位タイ 6000
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS ばにゃ 15000 2位タイ 4500
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS ポン 15000 2位タイ 3000
新世紀エヴァンゲリオン～使徒、再び～SFW りゅうたん 12400
ヱヴァンゲリヲン～始まりの福音～SRW 月影 12160
ヱヴァンゲリヲン～始まりの福音～SRW やっすん＠潮女優 12050
新世紀エヴァンゲリオン～使徒、再び～SFW ねこたま丼 10850
新世紀エヴァンゲリオン～使徒、再び～SFW 碧(ﾟ∀ﾟ)★ 10850
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS ROY 10500
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS よ～ 10500
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS にけ 10500
新世紀エヴァンゲリオン～使徒、再び～YF アーロン・ピアース 10300
ヱヴァンゲリヲン～始まりの福音～SRW いか三世 9120
新世紀エヴァンゲリオン～セカンドインパクト 無双（ひろゆき） 8250
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS クラハ 7500
新世紀エヴァンゲリオン～セカンドインパクト カメレオンＺ 6800
新世紀エヴァンゲリオン～セカンドインパクト もぅこ 5100
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS 智也 4500
料理の鉄人V ryo2 3600
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS ぴろ＠レンダエル 1500
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS てっちゃん 1500
新世紀エヴァンゲリオン～最後のシ者～SFWS きもおた 辞退
フィーバー銀河鉄道物語SF-T リツコの恥辱 43200 1位通過
フィーバー創聖のアクエリオン SF-TV るー 23100
フィーバー機動戦艦ナデシコM.O.E-RX 黒猫首領 16600
倖田來未2SF-T たつよし 13500
フィーバー銀牙伝説ウィード MFR ジェロム 11550
フィーバー超時空要塞マクロス 三四四 11200
フィーバー創聖のアクエリオンMF-TV ぴろけん 10500
大夏祭り(もえver.) しゃも 9000
STEALTH type.Ⅲ ライ兄 7950
フィーバー愛の戦士レインボーマン‘70 moba 6250
フィーバー銀河鉄道物語MF-T かず～ 5200
フィーバー機動戦艦ナデシコM.O.E-RX すずらん 1550
銀と金 MX くまくまマスター 14280 1位通過
天外魔境卍MARU MTH ナオ 13500
私立！戦国学園 MTC あっくん 0
戦国乱舞 蒼き独眼MX フナ寿司 25000 1位通過
蒼天の拳HV Dスケ 16300
満月の夜に昇天したいSTA はるけい 12500
戦国乱舞 蒼き独眼MX ぱぱ＠レイヤー 11250
北斗の拳 ケンシロウ HVJS 光源氏 9200
北斗の拳ユリアKVJ orange 8440
戦国乱舞 蒼き独眼MX ★ポン★ 7500
北斗の拳ユリア STV デジャヴ 7500
蒼天の拳HV inte 450
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牙狼XX ちょす 39100 1位通過
牙狼XX コドモギジ 25500
牙狼XX Re:skill 15300
牙狼XX 養分騎士 13600
バジリスクPH ベルモンド 13200
武神烈伝SS ビジュたろう 9810
義経物語RK ユダＳＥ 6400
ウイングマンRW.X 揚羽 5600
芦毛伝説オグリキャップSH SAUZA 3400
牙狼XX ドン 1700
牙狼XX 咲哉 1700
牙狼XX ぴかるん 0
ひかる源氏MTX マイセン 19320 1位通過
BLOOD+ HTX アイシー 17300
サムライチャンプルー MTW マーキー 16500
真・本能寺の変FRW ぴょーとる 9600
ペルソナ３MTZ 黒in 8800
サムライチャンプルー KSW daiki 8550
花の慶次～愛～ ミケさん 22040 1位通過
竹内力のムラマサH-V SIBA 20240 2位通過
ハイパーミルキーYMX るいん 19440
花の慶次～斬～ 養分が餌 16050
新大江戸日記～月夜に咲く華～　MR-TG スラや 15000
新サーキットの狼 H2-T 明太子 14000
花の慶次～愛～ くりっけい 11410
花の慶次N-V イトチャン 7750
新サーキットの狼 H2-T もりQ 7500
じゃぶじゃぶビートRSD80F アディス 7320
花の慶次～斬～ ちゅーさん 7300
新ＥＸ麻雀H-V ガスト＠ニコ 7300
花の慶次～愛～ アラレ 7210
花の慶次～愛～ ratel 5630
花の慶次～愛～ あっきゅ～ 棄権
サイボーグ009～未知なる加速へ～M-T みかん♂ 辞退
闘牌伝説アカギ狂気編 まつぴ 16650 1位通過
バーストエンジェルVV うみうみ 7020
闘牌伝説アカギ狂気編 のり 4100
天空歌舞伎D 棺桶（中折れ） 3000
ぱちんこ仮面ライダー～ショッカー全滅大作戦 力技の２号 23000 1位通過
ぱちんこグラディエーターエボリューション しげぱい 18620
びっくりぱちんこあしたのジョーM9 そてつ 15400
ぱちんこ仮面ライダーMAXEDITION 猫っち 6500
ぱちんこ必殺仕事人III　祭バージョン 自演 5850
ぱちんこ爽快 美空ひばり 不死鳥伝説 ムラサメ 5600
びっくりぱちんこあしたのジョーM9 まいこー 4400
ぱちんこジョーズ R80TF1 ミツバチ 2100
ぱちんこウルトラセブンL77 ぴーすらいと 0
びっくりぱちんこあしたのジョーM9 電波 0
ぱちんこ仮面ライダーMAXEDITION ザ・ワールド 0
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弾球黙示録カイジ 沼 57億の孤独 じょに 8610 1位通過
弾球黙示録カイジ 沼 人喰い沼 ほしくん ※8100
一騎当千SS覇 キキョウ 6400
新くのいち忍法帳SXF ぴろん 5600
一騎当千SS覇 篁 唯依 5050
占星少女ななみ STV ナッティー 3600
弾球黙示録カイジ　沼　天啓・・・っ！ リック 3140
弾球黙示録カイジ運否天賦　HDR mal 2250
サブマリン707　7200ｔ級 NAQ 1610

花満開ＭＴ しきょー 12000 1位通過
桃キュン剣FB もみぢ 10330
交響詩篇エウレカセブン ZC ぼたも 5900
舞-HiME ZB ゴベ 1480
新撰組群狼伝GLZ ORAN 棄権
哲也～雀聖と呼ばれた男～ ちびのぽ 15600 1位通過
哲也～雀聖と呼ばれた男～ しるみ 13600
中森明菜 歌姫伝説 CX たくろーう 10200
プロゴルファー猿 ADα 菊千代 4500
ゲゲゲの鬼太郎3Z キョン。 16000 1位通過
新暴れん坊将軍 吉宗危機一髪FPG おめが 10280
宇宙戦艦ヤマト3 FFPF エセ 辞退
スキージャンプペア中級編 ひろっち 27200 1位通過
南国育ちＭＬ ささみ 11870
ルパン三世 徳川の秘宝を追えH6AZ もっすぅ 8600
戦国乙女9AX 法螺貝 8500
めぞん一刻H4AX タケ 8400
ルパン三世 徳川の秘宝を追えH6AZ じょにー 6500
及川奈央のフルーツスキャンダルSD2 夜叉丸 6000
新お天気スタジオ L8AW 負け猫男爵 0 ※2枠目棄権

高尾

※ 出玉総数は10600でしたが、ペナルティ-2500発のため
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