
プレゼント企画抽選応募者一覧
※ 当選者のリストではありません！！！抽選方法詳しくは動画で

商品 都道府県 ニックネーム 当選番号

東京都 ビルツ 当選！

埼玉県 カメさん 当選！

埼玉県 タタミヤマン 当選！

セイバーフォージTシャツSサイ

ズ（1）

神奈川県 きょうちゃん 当選！

東京都 RALLY 1 〜 5

東京都 ダークダイス 6 〜 10

大阪府 eques 11 〜 15

静岡県 八号 16 〜 20

大阪府 栗坊主 21 〜 25

山形県 ANRI 26 〜 30

神奈川県 くりぼう 31 〜 35

東京都 ファルナス 36 〜 40

神奈川県 Bravo 41 〜 45

埼玉県 TaK所チョ 46 〜 50

神奈川県 チコちゃん 51 〜 55

兵庫県 yoster 56 〜 60

愛知県 しゅんぼー 61 〜 65

66以降は再抽選

埼玉県 乱射魔さしみ 1 〜 5

静岡県 ゆめぞう 6 〜 10

東京都 Sho 11 〜 15

岩手県 ぷしゅん 16 〜 20

栃木県 まっちゃん 21 〜 25

神奈川県 やむちゃ 26 〜 30

千葉県 szktks 31 〜 35

兵庫県 アルチザン 36 〜 40

兵庫県 本⽥店⻑ファン 41 〜 45

北海道 レックス 46 〜 50

広島県 ヤマダ 51 〜 55

埼玉県 SUWAN 56 〜 60

61以降は再抽選

ハンドスピナー（４）

ダイス（４）

ウルトラセイバーズ TシャツLサ

イズ（5）



商品 都道府県 ニックネーム 当選番号

和歌山県 タアナ 1 or 2

東京都 キットフィストー 3 or 4

愛知県 しんちゃん 5 or 6

愛知県 しおりん 7 or 8

静岡県 ヴェイダー卿 9 or 10

愛知県 アマゾン 11 or 12

兵庫県 タカイロ レン 13 or 14

京都府 ロウ 15 or 16

佐賀県 爆損系石油王 17 or 18

奈良県 ビッグヨーダ 19 or 20

北海道 gsx 21 or 22

静岡県 ゆー大358 23 or 24

静岡県 focke 25 or 26

静岡県 K.T 27 or 28

千葉県 マサキ 29 or 30

神奈川県 ワイズん 31 or 32

神奈川県 いもゴリラ 33 or 34

神奈川県 らんす 35 or 36

静岡県 五郎 37 or 38

和歌山県 もずく 39 or 40

千葉県 Yuki金本 41 or 42

神奈川県 ジャマール 43 or 44

神奈川県 みなせ真夜 45 or 46

栃木県 カル 47 or 48

⻑野県 EXIA 49 or 50

兵庫県 シンワ 51 or 52

千葉県 おともさん 53 or 54

61以降は再抽選

グラブバッグ メナス風（１）



商品 都道府県 ニックネーム 当選番号

岐阜県 マスターシン 1 〜 3

愛知県 ヒデ 4 〜 6

北海道 グッチー 7 〜 9

大阪府 テラー 10 〜 12

千葉県 ななまろ 13 〜 15

埼玉県 タムサ 16 〜 18

東京都 マサノリ・タムラ 19 〜 21

熊本県 オウカ・ラピリス 22 〜 24

滋賀県 アレックギネス 25 〜 27

山口県 あ、は 28 〜 30

北海道 ちぃ 31 〜 33

東京都 ぷらなりあ 34 〜 36

東京都 騎士見習い 37 〜 39

岐阜県 テス・アダム 40 〜 42

東京都 アヤト 43 〜 45

千葉県 彪 46 〜 48

北海道 Creed 49 〜 51

北海道 Tomorrow 52 〜 54

埼玉県 かずきち 55 〜 57

埼玉県 ゆら 58 〜 60

神奈川県 まー 61 〜 63

栃木県 しの 64 〜 66

北海道 Dさん 67 〜 69

70以降は再抽選

グラブバッグ ウォーグレイブ

風（１）



商品 都道府県 ニックネーム 当選番号

福岡県 ヤマスカイウォーカー 1 or 2

東京都 お父ちゃん 3 or 4

東京都 てんじくぼたん 5 or 6

静岡県 ミニたん 7 or 8

東京都 ぶんちゃん 9 or 10

東京都 ケン 11 or 12

東京都 よーたろー 13 or 14

埼玉県 kabu1127 15 or 16

秋田県 ノクトン 17 or 18

栃木県 ヤベンジャー 19 or 20

東京都 ハッスル 21 or 22

東京都 ピザT 23 or 24

神奈川県 あんきち 25 or 26

東京都 とっしー 27 or 28

東京都 ちゃんきー 29 or 30

埼玉県 今ちゃーんん！ 31 or 32

茨城県 ミクラス 33 or 34

東京都 ダース・ウォルフ 35 or 36

奈良県 ヨネさん 37 or 38

東京都 もぎ 39 or 40

東京都 失われし20人 41 or 42

東京都 東寺 43 or 44

奈良県 ミミィちゃん 45 or 46

神奈川県 コルサント一丁目一番地 47 or 48

神奈川県 ヒイロ・レン 49 or 50

神奈川県 Earl 51 or 52

千葉県 あるてま 53 or 54

群馬県 kaito 55 or 56

⻑野県 キンタコキンタ 57 or 58

埼玉県 RIKKUNN 59 or 60

福島県 elvis1968 61 or 62

63以降は再抽選

YDDヤングリング（１）



商品 都道府県 ニックネーム 予選 最終抽選

三重県 SCARFACE 1

京都府 たーくん 2

愛知県 hidapi 3

愛知県 ショウ 4

埼玉県 シン 5

埼玉県 鯉たろう 6

埼玉県 ころわん 7

福岡県 カズベイダー 8

福岡県 taka 9

福岡県 やたろう 10

静岡県 住むならホスよりエンドア 11

静岡県 みっちー 12

東京都 ドラゴン桃 13

東京都 タクト 14

兵庫県 シュウミナ・マレック 15

茨城県 クマ 16

神奈川県 shazam 17

群馬県 みのるん 18

愛知県 アンハート 19

千葉県 AJGP 20

埼玉県 ⻲ 21

東京都 mao 22

愛知県 ファントムマン 23

群馬県 ひぃ 24

東京都 オビりん 25

埼玉県 フン族の親方 26

神奈川県 ヤギベイダー 27

神奈川県 ソクラテズ 28

岡山県 りっきぃ 29

千葉県 ヨーダの耳 30

神奈川県 Shun 31

埼玉県 マスターコタ 32

福岡県 つね 33

宮城県 風見 34

石川県 taMori 35

静岡県 ゆうき 36

東京都 にーこ 37

兵庫県 Kuon 38

神奈川県

こちょこちょライトニングの

達人

39

佐賀県 けん＝すけ 40

兵庫県 レモンさん 41

兵庫県 天羽 42

43以降は再抽選

YDDゴースト（１）※前半グ

ループ

1 〜 37



商品 都道府県 ニックネーム 予選 最終抽選

愛知県 ソリダス 1

埼玉県 ならい 2

秋田県 Ma-kun1647 3

大阪府 kula 4

神奈川県 サッシー 5

千葉県 P2 6

千葉県 まいか 7

山口県 かのぽん 8

山形県 媚っ人-19 9

⻘森県 とも 10

北海道 ザレス 11

北海道 BBQ 12

大阪府 ツッピー 13

⻑崎県 ザト 14

佐賀県 シボ 15

埼玉県 jedi_padawan_yuki 16

茨城県 そーまっち 17

福島県 金ちゃん 18

群馬県 panpii 19

埼玉県 きよきよ 20

岩手県 Josh 21

神奈川県 kanehoni 22

神奈川県 G230 23

神奈川県 sasa 24

東京都 しろくまのひーくん 25

東京都 btf 26

東京都 しろくま 27

千葉県 ネコマターギ 28

栃木県 マスターひろき君 29

神奈川県 キウリー 30

神奈川県 NDG 31

神奈川県 TK1138 32

秋田県 シシリアンルージュ☆ヒデキ 33

千葉県 k2 34

神奈川県 光一 35

愛知県 みずちゃん 36

埼玉県 ヒロシ 37

埼玉県 toshi 38

埼玉県 ししおう 39

福島県 o 40

不明 かすてら 41

神奈川県 よしょーくん 42

75は再抽選 43以降は再抽選

YDDゴースト（１）※後半グ

ループ

38 〜 74



商品 都道府県 ニックネーム 予選 最終抽選

埼玉県 jimmy 1

福岡県 あきりえ 2

埼玉県 Obi=waka 3

千葉県 Kajunary 4

東京都 Toshi 5

福岡県 オビワン・ベイダー 6

兵庫県 うなり 7

東京都 ＫＳＫ 8

東京都 神龍 9

鹿児島県 オメガ 10

栃木県 風来の釣り人 11

神奈川県 HK416 12

宮城県 リアナ・ハリク 13

東京都 KZC 14

東京都 かさじぞう 15

東京都 みやもん 16

福島県 迷子のジェダイ 17

愛知県 つっつー 18

三重県 yu8 19

香川県 べなち 20

北海道 mcry 21

愛知県 SHUNママ 22

栃木県 おんたま 23

秋田県 シュウ 24

大阪府 katsu930 25

東京都 マスター大輔 26

東京都 みやほるん 27

東京都 オカケン 28

千葉県 柾木リョウ 29

広島県 ことてま 30

神奈川県 翔ニャん 31

神奈川県 east 32

東京都 まきすけ 33

静岡県

シスになりきれなかったジェダイ

34

愛媛県 ピンフ 35

神奈川県 神蛇 36

兵庫県 ぼっち 37

兵庫県

フォースにバランスをもたらす者

38

兵庫県 キャベツ 39

兵庫県 SCS 40

兵庫県 SM 41

兵庫県 NS 42

兵庫県 Usuke 43

新潟県 マスターダーク 44

千葉県 のりはん 45

1 〜 38

YDDアプレンティス（１）※前

半グループ



商品 都道府県 ニックネーム 予選 最終抽選

⻑崎県 コイケ屋ポテトチップス 1

東京都 yonkun 2

愛知県 しょんしょん 3

埼玉県 まーくん 4

愛知県 きしどー 5

沖縄県 龍 6

千葉県 ちはら 7

大阪府 moramora 8

北海道 ニャルド 9

北海道 ヨッシー 10

北海道 ダース・ヤウンクル 11

奈良県 うーたん 12

埼玉県 m76252464 13

大阪府 ポポ 14

大阪府 ユウスケ 15

東京都 エネルピー 16

東京都 やす 17

東京都 ASSAUlT ViPER 18

広島県 エスティント 19

広島県 ゴールド王子 20

広島県 ラッキー 21

神奈川県 ヒロー 22

北海道 神威 23

石川県 タカちゃん 24

埼玉県 まーさん 25

福岡県 雪野林檎 26

神奈川県 ゆーの 27

奈良県 ねこぱんち 28

兵庫県 しげちん 29

兵庫県 Yoshitsune 30

山口県 ラム 31

山口県 オビワンセノービ 32

神奈川県 ゆら 33

千葉県 k.iwa 34

千葉県 Tsukky 35

静岡県 アクセル 36

愛知県 TERUくん 37

千葉県 ana 38

愛知県 sizk 39

京都府 フーミン 40

沖縄県 たか 41

埼玉県 ステルスニック 42

不明 カミュ 43

北海道 トビ 44

39 〜 75

YDDアプレンティス（１）※後

半グループ


