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予選日程割

※チーム名の五十音順に並べているため、香盤とは関係ありません。
キャンセル等の関係でここに書かれていないチームが参加する可能性があります。
2月1日（木）
早稲田大学お笑いラボ ラフラフ
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
日本大学生物資源科学部落語研究会
明治大学お笑いサークル木曜会Z
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
日本大学生物資源科学部落語研究会
一橋大学お笑いサークルIOK
駒澤大学お笑い集団ナイフとフォーク
創価大学落語研究会
一橋大学お笑いサークルIOK
明治大学お笑いサークル木曜会Z
創価大学落語研究会
一橋大学お笑いサークルIOK
上智大学お笑いサークルサークルSCS
専修大学落語研究会
早稲田大学お笑い工房LUDO
獨協大学お笑いサークルルナジリオ
文教大学落語研究会びぃんback
明治大学お笑いサークル木曜会Z
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会

オモシロ大陸テッパン時代
幸福
コケカキイキイ
swallowtail butterfly～あいのうた～
ダイナマイトなハニー
チームアラヨット
チーム輝き横丁
チーム北浦和のバルス
チーム GIANT KILLING
チームスイーツビュッフェ嬢
チームZ友
チーム太陽
チーム竜巻フォーメーション
チーム何様
チーム藤原
チームフレミング
初見軍団
びぃんback
マタニティドラゴン
右親指
優しいチョップ

2月2日（金）
明治大学お笑いサークル木曜会Z
明治大学お笑いサークル木曜会Z
東京学芸大学GOC
獨協大学お笑いサークルルナジリオ
早稲田寄席演芸研究会
文教大学落語研究会びぃんback
法政大学お笑いサークルHOS
上智大学お笑いサークルSCS
日本大学経商法落語研究会
創価大学落語研究会
一橋大学お笑いサークルIOK
国際基督教大学お笑い研究会
早稲田大学お笑い工房LUDO
早稲田大学お笑い工房LUDO
帝京大学お笑いサークルア☆テンション
日本大学文理学部落語研究会
日本大学生物資源科学部落語研究会
日本大学経商法落語研究会
日本大学文理学部落語研究会
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
東京大学落語研究会

あったか布団の鎮魂歌
くるみ - for the film - 幸福な食卓
最高にちょうど良い本田final
THE POWER
社会風刺集団カリカチュア
弾道ミサイル乳房・秋吉号〜おかげさまの心〜
チームアド街観たよ
チーム嫐
Team edge
チーム獅子奮迅
チームスマッシュ忍者
チーム Destiny's Adult
チーム 肉のハナマサ
チーム ニューメキシコ
チーム白門
チームハニーライン
チームピラミッド
チーム4人寄れば文殊の知恵
ちゃりんこ
ドリームキャスト
ベルギーに行こうぜ

2月7日（水）
日本大学経商法落語研究会
創価大学落語研究会
同志社喜劇研究会
早稲田寄席演芸研究会
明治大学お笑いサークル木曜会Z
明治大学お笑いサークル木曜会Z
早稲田大学お笑い工房LUDO
日本大学文理学部落語研究会
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
東京大学落語研究会
早稲田大学お笑い工房LUDO
早稲田大学お笑い集団POP3
早稲田大学お笑い工房LUDO
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
日本大学経商法落語研究会
日本大学文理学部落語研究会
早稲田大学お笑い工房LUDO
一橋大学お笑いサークルIOK
早稲田大学お笑い集団POP3
文教大学落語研究会びぃんback
早稲田寄席演芸研究会

赤いギャラドス
赤組
AMMOKNIGHT
お笑いライブ
からふる☆ちょこれーと
伽藍配置
謝恩会フェスティバル
タガメの味噌汁
チーム黄金旅程
チーム大きめのおばさん
チームお年玉
チームおもち
チーム韓国広場
チーム五次元
チーム十字軍
チームつよがり船長
チームど真ん中
チームハイタッチ兄弟
ポプ尾銅山ゴールドラッシュ
真っ黒いピストル
YSMボーイズ

2月8日（木）
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
文教大学落語研究会びぃんBack
明治大学お笑いサークル木曜会Z
早稲田大学お笑い工房LUDO
早稲田寄席演芸研究会
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
明治大学お笑いサークル木曜会Z
日本大学文理学部落語研究会
早稲田大学お笑い工房LUDO
明治大学お笑いサークル木曜会Z
創価大学落語研究会
早稲田寄席演芸研究会
早稲田大学お笑い工房LUDO
早稲田大学お笑い工房LUDO
文教大学落語研究会びぃんBack
早稲田大学お笑い集団POP3
帝京大学お笑いサークルア☆テンション
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
東京大学落語研究会
明治大学お笑いサークル木曜会Z

キラキラプリンアラモード
The Allegro
シルバニアファミリー
シャバの空気
新宿の二枚目たち
スポーツ王は俺だ
青春
チームガタンゴトン
チーム四川
チーム頂上決戦
チーム晴れ
チームファルコン
チーム 遊郭
とんぺい
ひかり
HUMAN LOVERs
ふじたん王国
ブラックキャンディー独尊
ブルース・ノロウィルス
ポケモンとタメ
息子の敵

2月9日（金）
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
早稲田大学お笑い工房LUDO
東京大学落語研究会
法政大学お笑いサークルHOS
上智大学お笑いサークルSCS
法政大学お笑いサークルHOS
創価大学落語研究会
日本大学経商法落語研究会
早稲田大学寄席演芸研究会
明治大学お笑いサークル木曜会Z
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
早稲田大学お笑い工房LUDO
創価大学落語研究会
上智大学お笑いサークルSCS
明治大学お笑いサークル木曜会Z
早稲田大学お笑い工房LUDO
慶應義塾大学お笑い道場o-keis
早稲田大学お笑い工房LUDO
帝京大学お笑いサークルア☆テンション
駒澤大学お笑い集団ナイフとフォーク
日本大学生物資源科学部

あぶない外科
甘い故郷
Yes!イエスタデイズ
美味しんぼのテレビ
オデッセイ
オレンジカズキ
黄組
きよしこのよるなかよしこよし
サイオウga馬
サー・チャールズ
ジャンボドリア
チカラコブ
チームシュナ戦記
チーム大丈夫です
チーム中央改札
チーム百姓
チーム日吉在住
チーム やすい愛なら買える
どうにかなる日々
トダニちゃんズ
やさしいコク会

2月12日（月）
創価大学落語研究会
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
城西大学お笑い倶楽部signs
早稲田大学お笑い工房LUDO
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
法政大学お笑いサークルHOS
千葉大学お笑いサークルP-RITTS
早稲田大学お笑い工房LUDO
創価大学落語研究会
明治大学お笑いサークル木曜会Z
日本大学文理学部落語研究会
明治大学お笑いサークル木曜会Z
一橋大学お笑いサークルIOK
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
早稲田寄席演芸研究会
千葉大学お笑いサークルP-RITTS
早稲田大学お笑い工房LUDO
日本大学生物資源科学部落語研究会

青組
いぶし銀
おとぎ銃士赤ずきん
ジ・アンブレイカブル
心技体
スーパー消去法
早々にダッチベイビー
中華でええよ俺はもう
チーム風になる
チームこの野郎
チームつるとんたん
チーム爆乳社員
チーム真っ赤なブルー
チーム約束
チーム恋愛列車マチコ
都会の美人、地方のブス
はぐれ者讃歌
ぴ♪
僻地
祭
みんなの畑

2月14日（水）
国際基督教大学お笑い研究会
法政大学お笑いサークルHOS
慶應義塾大学お笑い道場o-keis
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
上智大学お笑いサークルSCS
千葉大学お笑いサークルP-RITTS
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
法政大学お笑いサークルHOS
千葉大学お笑いサークルP-RITTS
早稲田大学お笑い工房LUDO
早稲田大学お笑い工房LUDO
東京学芸大学お笑いサークルGOC
上智大学お笑いサークルSCS
慶應義塾大学お笑い道場O-keis
明治大学お笑いサークル木曜会Z
青山学院大学ナショグルお笑い愛好会
日本大学文理学部落語研究会
早稲田寄席演芸研究会
早稲田大学お笑い工房LUDO
早稲田大学お笑い工房LUDO
早稲田大学お笑い工房LUDO

インディーズ
鶯谷デッドボール
お届け姫
カナディアンエイドリアン
糞糞丸
県立ヴォグマ高等専門学校
最強のぱちぱち
ジユウトシンポ
チームin the life
チームえびす
チーム女の子
チーム金髪のリカコ
チームぴろんぽろん
チーム飯行きニスタ
THIS is OWARAI
泥船
バスルームで髪を切る100の方法
濱島軍団
はらっぱ
松井大将軍
マナカナモコミチ

