
ＯＡ日 チーム メンバー プラスワンゲスト

ドラマ「東京DOGS」チーム 小栗旬、水嶋ヒロ、吉高由里子、東幹久、勝地涼、臼田あさ美

「爆笑レッドシアター」チーム 内村光良、狩野英孝、しずる、はんにゃ、柳原可奈子、ロッチ、我が家、フルーツポンチ

＃ 2 2009/10/29 中堅芸人チーム 宮迫博之、ケンドーコバヤシ、おぎやはぎ、ＴＫＯ、ブラックマヨネーズ 志村けん

＃ ３ 2009/11/5 プロ野球ＯＢチーム 古田敦也、長嶋一茂、槙原寛巳、元木大介、川崎憲次郎 はるな愛

＃ ４ 2009/11/12 ドラマ「サザエさん」チーム 観月ありさ、片岡鶴太郎、田中裕二、勝俣州和、白石美帆、荒井健太郎、鍋本凪々美、庄司龍成 オードリー

＃ ５ 2009/11/19 スポーツコメンテーターチーム 荻原次晴、武田修宏、眞鍋かをり、川合俊一、舞の海、水野裕子 久本雅美

＃ ６ 2009/11/26 女芸人チーム 山田花子、友近、いとうあさこ、ハリセンボン、ｍｉｓｏｎｏ ＧＡＣＫＴ

＃ ７ 2009/12/3 ホリプロチーム 伊集院光、井森美幸、バナナマン、パンツェッタジローラモ、島田秀平 蛯原友里

＃ ８ 2009/12/10 ドラマ「リアル・クローズ」チーム 香里奈、能世あんな、えれな、黄川田将也、ＩＭＡＬＵ、小泉孝太郎 関根 勤

＃ ９ 2009/12/17 野村克也率いるスポーツアナ 野村克也、田中大貴、平井理央、宮瀬茉祐子、榎並大二郎、松村未央 黒木メイサ

ドラマ「コード・ブルー」チーム 山下智久、新垣結衣、戸田恵梨香、比嘉愛未、浅利陽介、勝村政信

ネプチューンチーム ネプチューン、ふかわりょう、ビビる大木、ザブングル

＃ 11 2010/1/28 映画「かずら」チーム さまぁ～ず、芦名星、井森美幸、載寧龍二、酒井敏也 板東英二

＃ 12 2010/2/4 ドラマ「まっすぐな男」チーム 佐藤隆太、深田恭子、貫地谷しほり、田中圭、三浦理恵子、宇梶剛士 高田純次

＃ 13 2010/2/18 ドラマ「泣かないと決めた日」チーム 榮倉奈々、藤木直人、要潤、杏、平山浩行、片瀬那奈　 有吉弘行

＃ 14 2010/2/25 宝塚ＯＧチーム 真琴つばさ、湖月わたる、純名里沙、彩輝なお、貴城けい、白羽ゆり カンニング竹山

＃ 15 2010/3/4 アスリートチーム 髙田延彦、小倉隆史、高橋みゆき、名和 秋、長谷川穂積、宮下純一 岡田圭右

＃ 16 2010/3/11 太田プロチーム 土田晃之、デンジャラス、有吉弘行、劇団ひとり、おかもとまり 飯島直子

ドラマ「我が家の歴史」チーム 柴咲コウ、佐藤浩市、佐藤隆太、堀北真希、榮倉奈々、高嶋政伸、山口智充、西田敏行、富司純子、加藤清史郎

「矢島美容室 THE MOVIE」チーム 矢島美容室、黒木メイサ、アヤカ・ウィルソン、KABA.ちゃん、ダンテ・カーヴァー

＃ 18 2010/4/15 沖縄チーム ＳＰＥＥＤ（島袋寛子・今井絵理子・上原多香子・新垣仁絵）、具志堅用高、ゴリ　 柴田理恵

＃ 19 2010/4/22 ドラマ「チーム・バチスタ２」チーム 伊藤淳史、仲村トオル、加藤あい、木下隆行、戸次重幸、白石美帆 キャイ～ン

＃ 20 2010/5/6 フィギュアスケートチーム 浅田真央、浅田舞、小塚崇彦、本田武史、田中大貴アナ

＃ 21 2010/5/13 今田耕司チーム 今田耕司、サバンナ、次長課長、山里亮太 上戸 彩

＃ 22 2010/5/20 松木ＪＡＰＡＮ 松木安太郎、武田修宏、本田泰人、森島寛晃、名波浩、前園真聖 小池栄子

＃ 23 2010/5/27 舞台「志村魂」チーム 志村けん、ダチョウ倶楽部、桑野信義、小林恵美、川村理沙 菊川 怜

＃ 24 2010/6/3 マッスルチーム 石丸謙二郎、角田信朗、佐藤弘道、ワッキー、庄司智春、ボビー・オロゴン マリエ

＃ 25 2010/6/10 舞台「大奥」チーム 浅野ゆう子、安達祐実、中山忍、金子昇、久保田磨希、羽場裕一 山崎邦正

＃ 26 2010/6/17 ドラマ「絶対零度」チーム 上戸彩,、宮迫博之、山口紗弥加、丸山智己、杉本哲太、北大路欣也 八嶋智人

＃ 27 2010/6/24 よしもとジャパン ペナルティ、ライセンス・井本、笑い飯・哲夫、はんにゃ ＹＯＵ

＃ 28 2010/7/1 ＩＫＫＯチーム ＩＫＫＯ、真島茂樹、マロン、クリス松村、ＫＡＢＡ．ちゃん、広海・深海 石原さとみ

＃ 29 2010/7/8 「ＪＯＫＥＲ」 錦戸亮、杏、りょう、平山浩行、土屋裕一、鹿賀丈史 ハリセンボン

＃ 30 2010/7/15 ドラマ「夏の恋は虹色に輝く」チーム 松本潤、竹内結子、沢村一樹、桐谷美玲、永山絢斗、 伊東四朗 小倉智昭
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＃ 31 2010/7/22 おにいさん おねえさんチーム 佐藤弘道、きよこ、つのだりょうこ、今井ゆうぞう、はいだしょうこ バナナマン

＃ 32 2010/7/29 チャンピオンチーム ガッツ石松、具志堅用高、平仲明信、竹原慎二、内藤大助、しずちゃん 西山茉希

＃ 33 2010/8/5 ドラマ「サザエさん２」チーム 観月ありさ、筒井道隆、片岡鶴太郎、田中裕二、白石美帆、勝俣州和、荒井健太郎、鍋本凪々美、庄司龍成 ケンドーコバヤシ

＃ 34 2010/8/12 合衆国エンジェル 高島彩、中野美奈子、中村仁美、平井理央、生野陽子、加藤綾子 泉ピン子

＃ 35 2010/8/19 映画「ＮＥＣＫ」チーム 相武紗季、溝端淳平、板東英二、渡部豪太、小松彩夏、温水洋一 テリー伊藤

＃ 36 2010/8/26 チームじゅん 高田純次、石田純一、石原良純、夏川純、村上純（しずる）、宮下純一 持田香織

＃ 37 2010/9/2 世界柔道チーム 吉田秀彦、篠原信一、鈴木桂治、塚田真希、穴井隆将、平井理央アナ ＦＵＪＩＷＡＲＡ

＃ 38 2010/9/9 ドラマ「クロサワ映画」チーム 大久保佳代子、渋江譲二、庄司智春、椿鬼奴、森三中、やべきょうすけ 高島礼子

＃ 39 2010/9/16 映画「海猿」チーム 伊藤英明、加藤あい、佐藤隆太、加藤雅也、吹石一恵、鶴見辰吾 綾小路 翔

ドラマ「パーフェクト・リポート」チーム 松雪泰子、相武紗季、小柳友、平山浩行、要潤、小日向文世

「ホンマでっか！？TV」チーム 明石家さんま、ブラックマヨネーズ、加藤綾子、池田清彦、金子哲雄、植木理恵、澤口俊之

＃ 41 2010/10/21 ドラマ「フリーター、家を買う。」チーム 二宮和也、香里奈、井川遥、丸山隆平、浅野温子、竹中直人 アンガールズ

＃ 42 2010/10/28 二世チーム 長嶋一茂、花田勝、梅宮アンナ、篠山輝信、ユージ、高橋真麻アナ 魔裟斗

＃ 43 2010/11/4 チーム インターナショナル デーブ・スペクター、ボビー・オロゴン、ユンソナ、ダンテ・カーヴァー、チャド・マレーン、ローラ・チャン 船越英一郎

＃ 44 2010/11/11 映画「さらば愛しの大統領」チーム 宮川大輔、ケンドーコバヤシ、世界のナベアツ、釈由美子、前田吟、河本準一 市村正親

＃ 45 2010/11/18 めがねタレントチーム 具志堅用高、カンニング竹山、柴田理恵、山里亮太、本村健太郎、小森純 栗山千明

＃ 46 2010/11/25 「ごきげんよう」チーム 小堺一機、森公美子、清水ミチコ、磯野貴理、キャイ～ン、島崎和歌子 小倉優子

＃ 47 2010/12/2 インテリチーム 宮本隆治、西川史子、優木まおみ、小島よしお、オリエンタルラジオ 哀川 翔

＃ 48 2010/12/9 チーム埼玉 土田晃之、ビビる大木、鳥居みゆき、吉澤ひとみ、ハライチ 高橋克実

＃ 49 2010/12/16 美女アスリート 潮田玲子、浅尾美和、尾川智子、片岡安祐美、澤山璃奈、四元奈生美 大友康平

＃ 50 2010/12/23 ドラマ「サザエさん３」チーム 観月ありさ、筒井道隆、白石美帆、倉科カナ、武蔵、北斗晶、荒井健太郎、鍋本凪々美、庄司龍成 インパルス

ドラマ「CONTROL」チーム 松下奈緒、藤木直人、横山裕、臼田あさ美、佐藤二朗、勝村政信、泉谷しげる

紳助最強軍団 島田紳助、金本知憲、吉田沙保里、ノッチ、FUJIWARA、河本準一、山根良顕

＃ 52 2011/1/20 ドラマ「スクール!!」チーム 江口洋介、北乃きい、塚本高史、市川実和子、三浦翔平、ふせえり 千原兄弟

＃ 53 2011/1/27 チームうさぎ年 福澤朗、加藤晴彦、つるの剛士、原口あきまさ、東尾理子、山田花子 森 泉

＃ 54 2011/2/3 映画「ジーン・ワルツ」チーム 菅野美穂、白石美帆、桐谷美玲、片瀬那奈、濱田マリ、音尾琢真 サバンナ

＃ 55 2011/2/10 千葉ロッテマリーンズ 井口資仁、今江敏晃、岡田幸文、成瀬善久、清田育宏、唐川侑己 ロッチ

＃ 56 2011/2/17 パパ・ママチーム 髙田 延彦、勝俣州和、RIKACO、川ちゃん、杉浦 太陽、三船 美佳 濱田龍臣

＃ 57 2011/3/3 ドラマ「大切なことはすべて君が教えてくれた」チーム 戸田恵梨香、三浦春馬、武井咲、菅田将き、中島健人、内田有紀 フットボールアワー

＃ 58 2011/3/10 映画「漫才ギャング」チーム 品川ヒロシ、石原さとみ、佐藤隆太、綾部祐二、上地雄輔、庄司智春 古田敦也

＃ 59 2011/3/17 チーム福岡 つるの剛士　博多華丸・大吉　カンニング竹山、ＫＡＢＡ.ちゃん　ロバート 土屋アンナ

＃ 60 2011/4/7 チームとんねるず とんねるず、おぎやはぎ、バナナマン、有吉弘行、KABA.ちゃん、平井理央、加藤綾子
【応援ゲスト】

吉高由里子、綾小路翔、
大島美幸

＃ 61 2011/4/21 ドラマ「名前をなくした女神」チーム 杏、つるの剛士、平山浩行、ＫＥＩＪＩ（ＥＸＩＬＥ）、りょう、木村佳乃 オアシズ

＃ 62 2011/4/28 チーム巨人ファン 徳光和夫、大村朋宏（トータルテンボス）、はなわ、菊川怜、梶原雄太（キングコング）、南明奈 中村勘太郎・七之助

＃ 63 2011/5/5 チーム クーザ 小倉智昭、ＴＫＯ、井上和香、石川梨華、吉澤ひとみ、トミドコロ 小栗 旬
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＃ 64 2011/5/12 映画「少女たちの羅針盤」チーム 成海璃子、忽那汐里、森田彩華、草刈麻有、塩谷瞬、石井正則、前田健 笑い飯

＃ 65 2011/5/19 チーム中山秀征 中山秀征、ビビる大木、青木さやか、ザブングル、ハライチ 中村獅童

＃ 66 2011/5/26 映画「パラダイス・キス」チーム 北川景子、向井理、山本裕典、大政絢、石田ニコル、小木茂光 はるな愛

＃ 67 2011/6/2 カリスマ主婦モデルチーム 前田典子、倉本康子、畑野ひろ子、滝沢眞規子、中林美和、道端カレン 南海キャンディーズ

＃ 68 2011/6/9 ものまねチーム コロッケ、神奈月、コージー冨田、ホリ、アントキノ猪木、ミラクルひかる、高木紗千子 ヨンア

＃ 69 2011/6/16 ぽっちゃりチーム 石塚英彦、内山信二、大地洋輔、堤下敦、杉山裕之、柳原可奈子 榮倉奈々

＃ 70 2011/6/23 女子アスリートチーム 上野由岐子、尾川智子、小椋久美子、澤穂希、鈴木彩香、吉田沙保里 楽しんご

＃ 71 2011/6/30 チーム阪神ファン 千秋、ＦＵＪＩＷＡＲＡ、、北川弘美、ロッチ 東山紀之

＃ 72 2011/7/7 今田耕司チーム 今田耕司、山崎邦正、千原ジュニア、宮川大輔、品川祐、なかやまきんに君 ベッキー♪＃

＃ 73 2011/7/14 ドラマ「絶対零度」チーム 上戸彩、桐谷健太、山口紗弥加、木村了、杉本哲太、北大路欣也 中山秀征

＃ 74 2011/7/21 映画「忍たま乱太郎」ドラマ 加藤清史郎、林遼威、木村風太、三浦貴大、石垣佑磨、檀れい、松方弘樹 ガレッジセール

＃ 75 2011/7/28 ドラマ「チーム・バチスタ３」チーム 伊藤淳史、仲村トオル、福士誠治、市川知宏、安田顕、尾美としのり スザンヌ

＃ 76 2011/8/4 ドラマ「全開ガール」チーム 新垣結衣、錦戸亮、平山浩行、皆藤愛子、荒川良々、竹内力 ドランクドラゴン

＃ 77 2011/8/11 子だくさんチーム 薬丸裕英、レッド吉田、土田晃之、ボビー・オロゴン、つるの剛士、笹野高史 ローラ

＃ 78 2011/8/25 チームＡＢＣ DAIGO、IZAM、misono、SHELLY、YOU、ユージ 加賀まりこ

＃ 79 2011/9/1 よしもと芸人チーム 次長課長、チュートリアル、オリエンタルラジオ 中川翔子

＃ 80 2011/9/8 舞台「大奥」チーム 松下由樹、木村多江、原田龍二、田中幸太朗、山口香緒里、西原亜希 アンジャッシュ

＃ 81 2011/9/15 体操男子日本代表チーム 内村航平、山室光史、小林研也、田中和仁(兄）、田中佑典(弟）、沖口誠、田中理恵 ロバート

＃ 82 2011/10/20 子役チーム 内山信二、まえだまえだ、大橋のぞみ、八木優希、石井萌々果、鈴木 福 ミッツ・マングローブ

＃ 83 2011/10/27 バレーボール全日本女子チーム 竹下佳江、荒木絵里香、木村沙織、狩野舞子、江畑幸子、大林素子 バナナマン

＃ 84 2011/11/3 ドラマ「HUNTER～その女たち、賞金稼ぎ～」チーム 米倉涼子、谷原章介、桐谷美玲、堀内敬子、小泉孝太郎、山口紗弥加 キャイ～ン

＃ 85 2011/11/10 ドラマ「謎解きはディナーのあとで」チーム 櫻井 翔、北川景子、椎名桔平、野間口 徹、中村靖日、岡本杏理 倖田來來＆黒沢かずこ

＃ 86 2011/12/1 「映画　怪物くん」チーム 大野 智、松岡昌宏、川島海荷、上島竜兵、濱田龍臣、半海一晃 ｶﾝﾆﾝｸﾞ竹山＆小島よしお

＃ 87 2011/12/8 チーム東北 大友康平、サンドウィッチマン、狩野英孝、小松彩夏、岩清水梓、佐々木主浩

ドラマ「ラッキーセブン」チーム 松本 潤、瑛太、大泉 洋、仲 里依紗、吹石一恵、岡江久美子

なでしこジャパン 澤 穂希、大野 忍、川澄奈穂美、近賀ゆかり、海堀あゆみ、田中明日菜、髙瀬愛実

＃ 89 2012/1/19 チーム辰年 吉高由里子、濱田 岳、菜々緒、小柳 友、浅田 舞、生田竜聖（フジテレビアナウンサー） ブラックマヨネーズ

＃ 90 2012/1/26 女子プロゴルファーチーム 北田瑠衣、佐伯三貴、藤田幸希、諸見里しのぶ、笠りつ子、金田久美子 おぎやはぎ

＃ 91 2012/2/2 「早海さんと呼ばれる日」 松下奈緒、井ノ原快彦、要潤、中丸雄一、古手川祐子、船越英一郎 ガレッジセール

＃ 92 2011/2/9 新婚さんチーム 林家三平、東貴博、鈴木砂羽、矢口真里、児嶋一哉（アンジャッシュ）、小森純 上原浩治

＃ 93 2012/2/16 二世チーム② 長嶋一茂、ＤＡＩＧＯ、森 泉、依布サラサ、仁科仁美、清水良太郎 生瀬勝久

＃ 94 2012/2/23 チーム恵 恵俊彰、ビビる大木、中川翔子、アンガールズ、我が家 ＡＩ

＃ 95 2012/3/1 チームママ 冨永愛、土屋アンナ、hitomi、坂下千里子、三船美佳、益若つばさ ナイツ

＃ 96 2012/3/8

＃ 97-1 2012/3/29 「キカナイトＦ」チーム さまぁ～ず、バナナマン、矢作兼、有吉弘行、中野美奈子 堺正章、生田斗真

＃ 97-2 2012/3/29 Bet de 嵐

2012/1/3
バナナマン、新庄剛志、

ＧＡＣＫＴ

①射撃〈大野ｖｓ松本〉　②オセロ〈櫻井ｖｓ二宮〉　③ボールキャッチ〈大野ｖｓ相葉〉④寿司ネタ当て〈櫻井ｖｓ相葉〉　⑤カプラ積み上げ〈松本ｖｓ二宮〉

＃ 88
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＃ 98 2012/4/12 「知りたがり！」チーム 伊藤利尋、住吉美紀、渡辺和洋、河本準一、小籔千豊、鈴木紗理奈、にしゃんた 貫地谷しほり

＃ 99 2012/4/19 美人キャスターチーム 杉崎美香、皆藤愛子、長野美郷、高見侑里、曽田麻衣子、島ひとみ 友近・村上知子

＃ 100 2012/4/26 映画「宇宙兄弟」チーム 小栗旬、岡田将生、井上芳雄、笠原秀幸、トータルテンボス 柳原可奈子・狩野英孝

＃ 101 2012/5/3 「にじいろジーン」チーム 山口智充、ガレッジセール、ベッキー、はるな愛、佐藤唯 ナオト・インティライミ

＃ 102 2012/5/10 バレーボール全日本女子チーム 眞鍋政義監督、竹下佳江、佐野優子、荒木絵里香、木村沙織、江畑幸子、新鍋理沙 スリムクラブ

＃ 103 2012/5/17 アスリートチーム 髙田延彦、野村忠宏、大畑大介、五十嵐圭、小椋久美子、城下麗奈 ウィル・スミス、トミー・リー・ジョーンズ、
ボビー・オロゴン

＃ 104 2012/5/24 TEAM NACS 森崎博之、安田顕、戸次重幸、大泉洋、音尾琢真、内藤大助 谷花音・小林星蘭

＃ 105 2012/5/31 ももいろクローバーＺ 百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、有安杏果、高城れに、 山里亮太 杉本彩

＃ 106 2012/6/7 チームカタカナ ダイアモンド✡ユカイ、ケンドーコバヤシ、ミッツ・マングローブ、ダンテ・カーヴァー、ローラ、スギちゃん 東幹久

＃ 107 2012/6/14 不思議ちゃんチーム 千秋、鳥居みゆき、スザンヌ、福田彩乃、嗣永桃子、上野まな 今田耕司

＃ 108 2012/6/21 プロダクション人力舎 オアシズ、おぎやはぎ、東京０３、遼河はるひ 坂本昌行

＃ 109 2012/6/28 「未来日記」チーム 岡田将生、剛力彩芽、本郷奏多、福田麻由子、伊藤歩、宮崎美子 サンドウィッチマン

＃ 110 2012/7/5 ドラマ「リッチマン、プアウーマン」チーム 小栗旬、石原さとみ、相武紗季、浅利陽介、丸山智己、野村麻純 出川哲朗・山崎邦正

＃ 111 2012/7/12 映画「BRAVE HEARTS海猿」チーム 伊藤英明、加藤あい、佐藤隆太、仲里依紗、三浦翔平、伊原剛志 ＣＯＷＣＯＷ

＃ 112 2012/7/19 チーム夫婦 高橋ジョージ＆三船美佳、杉本彩＆松山禎秀、ＩＺＡＭ＆吉岡美穂 インパルス

＃ 113 2012/7/26 合衆国サンサンズ 三宅正治、倉田大誠、生野陽子、榎並大二郎、加藤綾子、宮澤智 高橋克実

＃ 114 2012/8/2 カリスマ主婦モデルチーム 高橋里奈、加藤珠美、秋本祐希、ＡＹＵＭＩ、佐藤純、仁香 南海キャンディーズ

＃ 115 2012/8/9 舞台「大江戸緋鳥808」チーム 大地真央、貴城けい、原田龍二、島田洋八、山崎銀之丞、東幹久 しずる

＃ 116 2012/8/16 福岡芸人チーム 博多華丸・大吉、原口あきまさ、パンクブーブー、KABA.ちゃん、重盛さと美 武井咲

＃ 117 2012/8/23

＃ 118 2012/9/6 オリンピック競泳メダリストチーム 松田丈志、寺川綾、加藤ゆか、上田春佳、立石諒、入江陵介、星奈津美、鈴木聡美 フットボールアワー

＃ 119 2012/9/13 チーム大島JAPAN 千原ジュニア、森三中、梶原雄太、金田哲 持田香織

＃ 120 2012/10/18 BET de 嵐

＃ 121 2012/10/25 子役チーム えなりかずき、空閑琴美、熊田聖亜、熊田胡々、鈴木 福、谷 花音、小林星蘭 FUJIWARA

＃ 122 2012/11/1 映画「のぼうの城」チーム 野村萬斎、榮倉奈々、中尾明慶、和田聰宏、中村靖日、樋口真嗣 ハリセンボン

＃ 123 2012/11/10 チーム千葉 森田健作、ペナルティ、黒木知宏、小島よしお、大島麻衣、嗣永桃子 石原さとみ

＃ 124 2012/11/22 ドラマ「遅咲きのヒマワリ」チーム 生田斗真、桐谷健太、香椎由宇、木村文乃、国仲涼子、松重豊 ブラックマヨネーズ

＃ 125 2012/11/29 チーム福澤 福澤朗、松本志のぶ、室井佑月、木佐彩子、千野志麻、宮崎宣子、松平健太 ロッチ

＃ 126 2012/12/6 チーム元野球部 北村晴男、元木大介、川越達也、庄司智春、藤田憲右、堤下 敦 深田恭子

＃ 127 2012/12/13 チーム岡山 次長課長、MEGUMI、千鳥、収納王子コジマジック 吉田沙保里

＃ 128-1 2013/1/3 ＴＥＡＭ男気 とんねるず、秋山成勲、おぎやはぎ、加藤綾子 前田健太、中村俊輔

＃ 128-2 2013/1/3 ＢＡＢＡ嵐 芦田愛菜、多部未華子、野村克也、今田耕司、ELT、仲間由紀恵、南海キャンディーズ

＃ 129 2013/1/17 読売ジャイアンツ 杉内俊哉、内海哲也、山口鉄也、坂本勇人、長野久義、宮國椋丞 ブラックマヨネーズ

＃ 130 2013/1/24 ドラマ「ラストホープ」チーム 相葉雅紀、多部未華子、小池栄子、北村有起哉、髙嶋政宏、小日向文世 ＴＫＯ

＃ 131 2013/1/31 浦和レッズ 坪井慶介、鈴木啓太、阿部勇樹、柏木陽介、槇野智章、原口元気 ドランクドラゴン

＃ 132 2013/2/7 ドラマ「ビブリア古書堂の事件手帖」チーム 剛力彩芽、AKIRA、田中圭、鈴木浩介、北川弘美、高橋克実 ハライチ

①電卓計算〈全員〉　②カヌー〈櫻井ｖｓ相葉〉　③ババ抜き〈大野ｖｓ二宮ｖｓ松本〉　④吹き矢〈全員〉

全国中学生選手権



＃ 133 2013/2/14 宝塚OGチーム 真琴つばさ、湖月わたる、貴城けい、大和悠河、風花舞、桜乃彩音 スリムクラブ

＃ 134 2013/2/21 アスリートタレントチーム 武田修宏、大林素子、大畑大介、杉山愛、潮田玲子、浅尾美和　 ピース

＃ 135 2013/2/28 チームインターナショナル LiLiCo、JOY、ユージ、メロディー洋子、春香クリスティーン、植野行雄 中山秀征

＃ 136 2013/3/7

ドラマ「鴨、京都へ行く。」チーム 松下奈緒、椎名桔平、大東駿介、小柳友、岡本あずさ、笹野高史 芦田愛菜、ボブ・サップ

ローラ軍団 ローラ、おぎやはぎ、河本準一、児嶋一哉、小島よしお、土田晃之 【出張ゲスト】ＴＯＫＩＯ

＃ 137-2 2013/4/4 Bet de 嵐

＃ 138 2013/4/18 ドラマ「家族ゲーム」チーム 櫻井翔、神木隆之介、忽那汐里、浦上晟周、北原里英、板尾創路 日村勇紀＆バカリズム

＃ 139 2013/4/25 映画「図書館戦争」チーム 岡田准一、榮倉奈々、田中圭、福士蒼汰、波岡一喜、井出卓也 森三中

＃ 140 2013/5/2 ドラマ「一休さん２」チーム 鈴木福、成宮寛貴、 小林星蘭、磯野貴理子、山田花子、中尾明慶、東山紀之 サンドウィッチマン

＃ 141 2013/5/9 チームキンタロー。 TKO、ますだおかだ、オジンオズボーン、キンタロー。 大竹しのぶ

＃ 142 2013/5/16 チームAB型 柳沢慎吾、土田晃之、ＤＡＩＧＯ・菊川怜、藤井リナ、なかやまきんに君 亀梨和也

＃ 143 2013/5/13 映画「極道の妻たちＮｅｏ」チーム 黒谷友香、原田夏希、今井雅之、渡部豪太、袴田吉彦、長嶋一茂 ブラックマヨネーズ

＃ 144 2013/5/30 チーム茨城 渡辺裕之、本田泰人、綾部祐二、村上健志、片岡安祐美、鈴木奈々 吉高由里子&澤部佑

＃ 145 2013/6/6 美人キャスターチーム 小林麻耶、皆藤愛子、潮田玲子、神田愛花、長野美郷、玉木碧 オアシズ

＃ 146 2013/6/13 横浜F・マリノス 中村俊輔、中澤佑二、富澤清太郎、兵藤慎剛、中町公祐、天野貴史 おぎやはぎ

＃ 147 2013/6/20 マセキ芸能社チーム 出川哲朗、バカリズム、ナイツ、狩野英孝、ニッチェ 坂本昌行

＃ 148 2013/7/11 ドラマ「スターマン～この星の恋～」チーム 広末涼子、福士蒼汰、小池栄子、有村架純、ＫＥＮＣＨＩ、大西流星、黒田博之、五十嵐陽向 インパルス

＃ 149 2013/7/18 チーム静岡 筧利夫、勝俣州和、武田修宏、トータルテンボス、岩崎恭子、大石参月 風間俊介

＃ 150 2013/8/1 「映画 謎解きはディナーのあとで」チーム 櫻井翔、北川景子、椎名桔平、中村雅俊、桜庭ななみ、宮沢りえ 今田耕司＆ケンドーコバヤシ

＃ 151 2013/8/8 フジテレビアナウンサー 三宅正治、本田朋子、加藤綾子、三田友梨佳、内田嶺衣奈、三上真奈 陣内智則＆友近

＃ 152 2013/8/15 BET de 嵐

＃ 153 2013/8/22 バレーボール全日本女子チーム 木村沙織、江畑幸子、新鍋理沙、岩坂名奈、宮下遥、大林素子、眞鍋政義 監督 ビビる大木＆菊地亜美

＃ 154 2013/9/5 映画「ガッチャマン」チーム 松坂桃李、綾野剛、剛力彩芽、濱田龍臣、鈴木亮平、中村獅童 松木安太郎

＃ 155 2013/9/12 ドラマ「ショムニ2013」チーム 江角マキコ、本田翼、三浦翔平、片瀬那奈、鈴木浩介、安田顕 スリムクラブ

＃ 156 2013/9/19 舞台「鉈切り丸」チーム 森田剛、成海璃子、山内圭哉、木村了、須賀健太、生瀬勝久 平成ノブシコブシ

＃ 157 2013/9/26 体操男子日本代表チーム 内村航平、田中和仁、山室光史、亀山耕平、加藤凌平、白井健三、田中理恵 チュートリアル

＃ 158 2013/10/10 映画「陽だまりの彼女」チーム 松本潤、上野樹里、大倉孝二、谷村美月、菅田将暉、夏木マリ ハライチ

＃ 159 2013/10/17 ドラマ「海の上の診療所」チーム 松田翔太、武井咲、藤原紀香、福士蒼汰、荒川良々、植野行雄 田村 亮

＃ 160 2013/10/24 チームインターナショナル JOY、ユージ、植野行雄、アントニー、ダレノガレ明美、マギー 三宅健

＃ 161 2013/10/31 よしもとアラフォー芸人チーム 千原ジュニア、博多華丸・大吉、小藪千豊、ガレッジセール 壇蜜

＃ 162 2013/11/7 女子アスリート 吉田沙保里、大儀見優季、片岡安祐美、福島千里、野瀬瞳、野口啓代 ハリセンボン

＃ 163 2013/11/14 チーム福岡 陣内孝則、ＫＡＢＡ.ちゃん、パンクブーブー、池田信太郎、大家志津香 ローラ

# 164 2013/11/21 二世チーム 大鶴義丹、東貴博、花田虎上、高橋真麻、大沢あかね、赤井沙希 森山直太朗

# 165 2013/11/28 ドラマ「サザエさん」チーム 観月ありさ、筒井道隆、片岡鶴太郎、白石美帆、武蔵、清水錬、錦辺莉沙、中野遥斗 児島一哉

＃ 166 2013/12/5 チーム群馬 中山正秀、井森美幸、ロバート、JOY、白石麻衣 知念侑李

①吹き矢〈全員〉　②かくれんぼ〈大野ｖｓ二宮〉　③カヌー〈櫻井ｖｓ相葉ｖｓ松本〉　④ババ抜き〈全員〉

①もぐらたたき〈相葉ｖｓ二宮〉　②ウォーターダッシュ〈大野ｖｓ櫻井〉　③ラジコンヘリ〈相葉ｖｓ二宮ｖｓ松本〉④相葉クラッシュ〈大野ｖｓ櫻井ｖｓ二宮ｖｓ松本〉

＃ 137-1 2013/4/4
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＃ 167 2013/12/12 映画「カノジョは嘘を愛しすぎてる」チーム 佐藤健、三浦翔平、大原櫻子、窪田正孝、谷村美月、相武紗季 NON STYLE

＃ 168 2013/12/19 INAC神戸レオネッサ 澤 穂希、川澄奈穂美、近賀ゆかり、南山千明、髙瀨愛美、中島依美 岡田准一

東北楽天ゴールデンイーグルス 松井稼頭央、藤田一也、嶋基宏、美馬学、銀次、田中将大

ローラ軍団 ローラ、土田晃之、児嶋一哉、日村勇紀、おぎやはぎ、小島よしお

＃ 169-2 2014/1/3 BABA嵐 芦田愛菜、今田耕司、狩野英孝、里見浩太朗、潮田玲子、DaiGo、振分親方、ローラ

＃ 170 2014/1/9 ドラマ「失恋ショコラティエ」チーム 松本潤、石原さとみ、水原希子、溝端淳平、有村架純、加藤シゲアキ アンガールズ

＃ 171 2014/1/16 「チーム・バチスタ４螺鈿迷宮」 伊藤淳史、仲村トオル、栗山千明、水野美紀、渡部豪太、山﨑賢人 バイきんぐ

＃ 172 2014/1/23 ドラマ「僕のいた時間」チーム 三浦春馬、多部未華子、斎藤工、山本美月、野村周平、小市慢太郎 ＴＫＯ

＃ 173 2014/1/30 読売ジャイアンツ 村田修一、内海哲也、亀井善行、寺内崇幸、長野久義、菅野智之 千鳥

＃ 174 2014/2/6 浦和レッズ 阿部勇樹、鈴木啓太、那須大亮、槙野智章、柏木陽介、森脇良太 中川家

＃ 175 2014/2/13 映画「土竜の唄」チーム 生田斗真、仲里依紗、遠藤憲一、皆川猿時、南明奈、岩城滉一 ケンドーコバヤシ&陣内智則

＃ 176 2014/2/20 チーム元野球部 美木良介、駒田徳広、スギちゃん、庄司智春、綾部祐二、斎藤慎二 Every Little Thing

＃ 177 2014/2/27 宝塚チーム 真琴つばさ、紫吹淳、遼河はるひ、柚希礼音、夢咲ねね、紅ゆずる 風間俊介

＃ 178 2014/3/6 映画「偉大なる、しゅららぼん」チーム 濱田岳、岡田将生、深田恭子、渡辺大、貫地谷しほり、柏木ひなた 髙田延彦

＃ 179 2014/3/13 チーム愛知 天野ひろゆき、槙原寛己、大久保佳代子、加藤晴彦、佐藤かよ、福田彩乃 宮﨑あおい

＃ 180 2013/4/3

＃ 181 2014/4/10 映画「L・DK」チーム 剛力彩芽、山﨑賢人、中尾明慶、岡本玲、桐山漣、末永真唯 南海キャンディーズ

＃ 182 2014/4/17 チーム宮城 大友康平、サンドウィッチマン、狩野英孝、原綾子、八乙女光 安藤美姫

＃ 183 2014/4/25 淳軍団 田村淳、ワッキー、品川庄司、大川知英、板倉俊之 菜々緒

＃ 184 2014/5/1 映画「テルマエ・ロマエⅡ」チーム 阿部寛、上戸彩、宍戸開、勝矢、琴欧洲親方、ヤマザキマリ ハライチ

＃ 185 2014/5/8 BET de 嵐 ①鉄骨渡り〈全員〉　②神経衰弱〈全員〉

＃ 186 2014/5/15 ももいろクローバーZチーム 百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、有安杏果、高城れに、 堤下敦 バカリズム＆菊地亜美

♯ 187 2014/5/22 チーム京都 宮川大輔、サバンナ、ブラックマヨネーズ、安田美沙子 沢村一樹

＃ 188 2014/5/29 美人キャスターチーム 望月理恵、伊藤綾子、皆藤愛子、伊藤友里、新井恵理那、小野彩香 ウーマンラッシュアワー

＃ 189 2014/6/5 サッカー元日本代表チーム 松木安太郎、福田正博、武田修宏、北澤豪、名良橋晃、森島寛晃 松嶋尚美

＃ 190 2014/6/12 ザックジャパン応援団 ペナルティ、石井一久、ピース、JOY、小島瑠璃子 古閑美保

＃ 191 2014/6/19 映画「超高速！参勤交代」チーム 佐々木蔵之介、知念侑李、忍成修吾、和田聰宏、冨浦智嗣、前田旺志郎 ハリセンボン

＃ 192 2014/7/3 チームぽっちゃり 渡辺徹、ケンドーコバヤシ、バービー、柳原可奈子、アントニー、鈴木香音 今田耕司

＃ 193-1 2014/7/10 関ジャニ∞ 横山裕、村上信五、渋谷すばる、丸山隆平、安田章大、錦戸亮、大倉忠義 ヒロミ

＃ 193-2 2014/7/10 BABA嵐 ローラ、片岡愛之助、森山直太朗、岸本加世子、山里亮太

＃ 194 2014/7/17 ドラマ「水球ヤンキース」 中島裕翔、山﨑賢人、髙木雄也、大原櫻子、大政絢、倉科カナ カンニング竹山&小島よしお

＃ 195  2014/7/24 チーム広島 Perfume、西脇彩華、アンガールズ 柳沢慎吾

＃ 196 2014/7/31 映画「るろうに剣心」チーム 佐藤健、武井咲、神木隆之介、土屋太鳳、三浦涼介、高橋メアリージュン 児嶋一哉・渡部陽一

＃ 197 2014/8/7 映画「ホットロード」チーム 能年玲奈、登坂広臣、鈴木亮平、太田莉菜、落合モトキ、緑友利恵 ドランクドラゴン

＃ 198 2014/8/14 バレーボール全日本女子 木村沙織、江畑幸子、新鍋理沙、佐野優子、長岡望悠、迫田さおり、大林素子、眞鍋政義 監督 博多華丸・大吉

＃ 199 2014/8/28 昼ドラ「ほっとけない魔女たち」チーム 浅野ゆう子、三宅 健、釈 由美子、松本明子、神保悟志、長谷川 純 チュートリアル

2014/1/3＃ 169-1 三宅健、上原浩治

２０１３年度「総集編」・ＭＭＤＡ決定



＃ 200 2014/9/4 ドラマ「あすなろ三三七拍子」チーム 柳葉敏郎、剛力彩芽、風間俊介、高畑充希、大内田悠平、ほんこん 劇団ひとり＆ビビる大木

＃ 201 2014/9/11 チーム神奈川 髙田延彦、出川哲郎、長野 博、南 明奈、立石 諒、マギー 田中マルクス闘莉王

＃ 202 2014/9/18 チームインターナショナル LiLiCo、阿部力、植野行雄、秋元才加、IVAN、ホラン千秋 織田信成

＃ 203 2014/9/25 ドラマ「マルモのおきてスペシャル2014」チーム 阿部サダヲ、芦田愛菜、鈴木福、滝沢沙織、児嶋一哉、鶴田真由、世良公則 土田晃之・具志堅用高

＃ 204 2014/10/9 チームメダリスト 篠原信一、清水宏保、里谷多英、松田丈志、清水聡、岩清水梓 NON STYLE

＃ 205 2014/10/16 映画「まほろ駅前狂騒曲」チーム 瑛太、松田龍平、本上まなみ、新井浩文、三浦誠己、麿赤兒 ますだおかだ

＃ 206 2014/10/23 プロダクション人力舎チーム オアシズ、おぎやはぎ、遼河はるひ、柴田英嗣 ラモス瑠偉

＃ 207 2014/10/30 チーム二世 DAIGO、森泉、仁科仁美、小堺翔太、中村里砂、小木博明 千原せいじ＆陣内智則

＃ 208-1 2014/11/6 よしもと1999年同期チーム キングコング、NON STYLE、ピース、村本大輔 倉木麻衣

＃ 208-2 2014/11/6

＃ 209 2014/11/13 ママチーム 優木まおみ、辻希美、小倉優子、スザンヌ、西山茉希、豊田エリー IKKO&ミッツ・マングローブ

＃ 210 2014/11/20 映画「MIRACLE デビクロくんと恋の魔法」チーム 相葉雅紀、榮倉奈々、生田斗真、劇団ひとり、小市慢太郎、岸井ゆきの バナナマン

＃ 211 2014/11/27 チーム午年 永井大、DAIGO、板倉俊之、菊地亜美、ダレノガレ明美、水沢アリー サンドウィッチマン

＃ 212 2014/12/4 映画「アオハライド」チーム 本田翼、東出昌大、新川優愛、吉沢亮、藤本泉、小柳友 TKO

＃ 213 2014/12/11 チーム元柔道部 吉田秀彦、田村亮、サバンナ、浜谷健司、佐藤美希 持田香織

＃ 214 2014/12/18 映画「バンクーバーの朝日」チーム 妻夫木聡、亀梨和也、勝地涼、池松壮亮、高畑充希、徳井優 天野ひろゆき＆飯尾和樹

侍ジャパン 嶋基宏、内川聖一、松田宣浩、前田健太、中田翔、則本昂大

チーム未年 さまぁ～ず、三宅健、杉村太蔵、押切もえ、板野友美　

＃ 215-2 2015/1/3 BABA嵐

＃ 216 2015/1/8 ドラマ「オリエント急行殺人事件」チーム 野村萬斎、二宮和也、杏、石丸幹二、藤本隆宏、青木さやか 千原ジュニア＆小藪千豊

＃ 217 2015/1/15 チームたろう 松木安太郎、本村健太郎、曙太郎、キンタロー。、山田親太朗、徳田耕太郎 田中みな実、児嶋一哉

＃ 218 2015/1/22 川崎フロンターレ 中村憲剛、大久保嘉人、西部洋平、登里享平、谷口彰悟、大島僚太 陣内智則＆ダレノガレ明美

＃ 219 2015/1/29 チーム上原 上原浩治、千秋、ビビる大木、大畑大介、建山義紀、山本隆弘 亀梨和也

＃ 220 2015/2/5 サッカー元日本代表 ラモス瑠偉、都並敏史、武田修宏、小倉隆史、前園真聖、三浦淳寛 尾形貴弘＆小島瑠璃子

＃ 221 2015/2/12 TEAM高橋 高橋英樹、高橋真麻、高橋茂雄、高橋愛、高橋ﾒｱﾘｰｼﾞｭﾝ、高橋ユウ カンニング竹山・黒瀬純

＃ 222 2015/2/19 ジャニーズWEST 重岡大毅、桐山照史、中間淳太神山智洋、藤井流星、濵田崇裕、小瀧望 田中卓志・澤部佑

＃ 223 2015/2/26 映画「幕が上がる」チーム 百田夏菜子、玉井詩織、佐々木彩夏、有安杏果、髙城れに、松崎しげる FUJIWARA

＃ 224 2014/3/5 浅井企画チーム 関根勤、ずん、どぶろっく、関根麻里、有末麻祐子、アマンダ 福士蒼汰＆有村架純

＃ 225 2015/3/12 映画「エイプリルフールズ」チーム 戸田恵梨香、松坂桃李、菜々緒、戸次重幸、矢野聖人、千葉真一 友近＆IVAN

＃ 226 2015/3/19 映画「暗殺教室」 山田涼介、菅田将暉、橋本環奈、知英、高嶋政伸、椎名桔平 日村勇紀

＃ 227 2015/4/9 ドラマ「ようこそ、わが家へ」チーム 相葉雅紀、寺尾聰、南果歩、有村架純、足立梨花、藤井流星 城島茂＆小出恵介

＃ 228 2015/4/16 ドラマ「戦う！書店ガール」チーム 渡辺麻友、稲森いずみ、千葉雄大、鈴木ちなみ、伊野尾慧、井上順 児嶋一哉＆柴田英嗣

＃ 229 2015/4/23 石田・東尾ファミリー 石田純一、東尾理子、いしだ壱成、すみれ、東尾修、井上裕介 はるな愛&ミッツ・マングローブ

＃ 230 2015/4/30

＃ 231 2015/5/7 宝塚OGチーム 真琴つばさ、湖月わたる、安蘭けい、彩乃かなみ、映美くらら、陽月華 東貴博＆土田晃之

Bet de 嵐in Hawaii～嵐の素顔をのぞき見して勝手にクイズを出題～

＃ 215-1 2015/1/3 中山雅史

芦田愛菜、今田耕司、大塚寧々、GACKT、狩野英孝、菊地亜美、小林麻耶、佐藤浩市、玉木宏、ヒロミ、森山直太朗、ローラ、山里亮太

２０１４年度「総集編」・ＭＭＤＡ決定



＃ 232 2015/5/14 チーム元ラグビー部 山下真司、中川家、ケンドーコバヤシ、サンドウィッチマン 菊地亜美＆小島瑠璃子

＃ 233 2015/5/21  映画「Zアイランド」チーム 哀川翔、鶴見辰吾、宮川大輔、RED RICE(湘南乃風)、山本舞香、品川ヒロシ スザンヌ＆岡田圭右

＃ 234 2015/5/28 ヤマダイゴールデンボンバー ＤＡＩＧＯ、鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳、樽美酒研二、やまだひさし 壇蜜

＃ 235 2015/6/4 映画「予告犯」チーム 生田斗真、戸田 恵梨香、鈴木亮平、濱田岳、荒川良々、福山康平 黒沢かずこ＆椿鬼奴

＃ 236 2015/6/11 映画「海街diary」チーム 綾瀬はるか、長澤まさみ、夏帆、広瀬すず、ドランクドラゴン 大久保佳代子

＃ 237 2016/6/18 映画「ストレイヤーズ・クロニクル」チーム 岡田将生、成海璃子、白石隼人、鈴木伸之、黒島結菜、栁 俊太郎 TKO

＃ 238 2015/6/25 チームヒーロー つるの剛士、永井大、賀集利樹、小澤亮太、井上正大、佐野岳 北斗晶・鈴木奈々

＃ 239-1 2015/7/2 V６ 坂本昌行、長野博、井ノ原快彦、森田剛、三宅健、岡田准一 今田耕司

＃ 239-2 2015/7/2 BABA嵐 DJKOO、戸田恵梨香、森田剛、田村淳、吉田羊、堤真一、寺田心日本エレキテル連合

＃ 240 2015/7/9 バレーボール全日本女子チーム 木村沙織、山口 舞、迫田さおり、江畑幸子、石井優希、古賀紗理那、大林素子、真鍋政義 ピース

＃ 241 2015/7/16 ドラマ「恋仲」チーム 福士蒼汰、本田翼、太賀、大原櫻子、山本美月、新川優愛 バカリズム＆狩野英孝

＃ 242 2015/7/23 チームＪリーガー 中澤佑二、遠藤保仁、中村憲剛、阿部勇樹、佐藤寿人、豊田陽平 児嶋一哉＆小木博明

＃ 243 2015/7/30 舞台「もとの黙阿弥」チーム 片岡愛之助、貫地谷しほり、浜中文一、波乃久里子、真飛聖、早乙女太一 FUJIWARA

＃ 244 2015/8/7 バレーボール全日本男子 清水邦広、深津英臣、柳田将洋、山内晶大、髙橋健太郎、南部正司、川合俊一 陣内智則＆ローラ

＃ 245 2015/8/13 チーム埼玉 的場浩司、土田晃之、ボビー・オロゴン、菊川怜、澤部佑、岡井千聖 安藤美姫

＃ 246 2015/8/20 映画「進撃の巨人」チーム 三浦春馬、水原希子、本郷奏多、渡部秀、石原さとみ、ピエール瀧 アンガールズ

＃ 247 2015/9/3 映画「アンフェア the end」チーム 篠原涼子、永山絢斗、AKIRA、加藤雅也、寺島進、丸山智己 鈴木拓＆福田彩乃

＃ 248 2015/9/24 映画「ヒロイン失格」チーム 桐谷美玲、山﨑賢人、福田彩乃、我妻三輪子、濱田マリ、竹内力 カンニング竹山＆小島よしお

＃ 249 2015/10/1 BET de 嵐

＃ 250 2015/10/8 映画「図書館戦争」チーム 岡田准一、榮倉 奈々、田中圭、橋本じゅん、相島一之、波岡一喜 ケンドーコバヤシ＆小峠英二

＃ 251 2015/10/15 スーパー歌舞伎Ⅱ「ワンピース」チーム 市川猿之助、市川右近、坂東巳之助、中村隼人、市川春猿、福士誠治 森星

＃ 252 2015/10/22 チーム元野球部 松岡充、斉藤慎二、石井一久、ダレノガレ明美、稲村亜美、髙田延彦 YOU

＃ 253 2015/11/5 映画「グラスホッパー」チーム 生田斗真、山田涼介、菜々緒、村上淳、佐津川愛美、金児憲史 斎藤工＆永野

＃ 254 2015/11/12 チームインターナショナル ＬｉＬｉＣｏ、アレクサンダー、ＩＶＡＮ、ハリー杉山、厚切りジェイソン、マギー 生瀬勝久

＃ 255 2015/11/19 チーム高身長 篠原信一、田中卓志、中村昌也、しずちゃん、山根恵里奈、結子 芦田愛菜＆鈴木福

＃ 256 2015/11/26 チームおネエ ミッツ・マングローブ、ナジャ・グランディーバ、クリス松村、KABA.ちゃん、佐藤かよ、ゆしん 近藤真彦

＃ 257 2015/12/3 BUMP相撲

＃ 258 2015/12/10 2015年活躍芸人チーム あばれる君、おかずクラブ、じゅんいちダビッドソン、とにかく明るい安村、ピスタチオ 岸谷五朗＆寺脇康文

＃ 259 2015/12/17 映画「はなちゃんのみそ汁」チーム 広末涼子、滝藤賢一、遼河はるひ、赤松えみな、高畑敦子、鶴見辰吾、赤井英和 ヒロミ

侍ジャパン 松田宣浩、前田健太、中田翔、西勇輝、山﨑康晃、武田翔太、出川哲朗、岡田圭右

ローラ軍団 ローラ、アンジャッシュ、サンドウィッチマン、山里亮太、春日俊彰、尾形貴弘

＃ 260-2 2016/1/3 BABA嵐

＃ 261 2016/1/7 ドラマ「フラジャイル」チーム 長瀬智也、武井咲、小雪、野村周平、津田寛治、北大路欣也 ピース

＃ 262 2016/1/14 チーム元バスケ部 マイケル富岡、カンニング竹山、井上裕介、優木まおみ、おのののか、絵美里 松山ケンイチ

①スピード〈大野vs二宮〉　②ロナウドとキッキングスナイパー　③相撲〈櫻井vs相葉vs松本〉④ベタ嵐〈全員〉

小栗旬＃ 260-1 2016/1/3

芦田愛菜、有村架純、小倉智昭、狩野英孝、菊地亜美、高良健吾、小雪、千原ジュニア、寺田心、中島裕翔、長瀬智也、ＬｉＬｉＣｏ、山里亮太

日村勇紀、武田修宏、清水宏保、佐々木健介、花田虎上、石井一久、八重樫東、 小峠英二、狩野英孝、菊地亜美、小宮浩信、ダレノガレ明美、田中卓志、角田信朗



＃ 263 2016/1/21 ヤクルトスワローズ 石川雅規、畠山和洋、川端慎吾、上田剛史、小川泰弘、山田哲人、真中満 監督 バナナマン

＃ 264 2016/1/28 チーム申年 岡田圭右、小島よしお、熊切あさ美、保田圭、重岡大毅、今井華 高橋克実

＃ 265 2016/2/4 よしもと芸人チーム 原西孝幸、藤本敏史、ケンドーコバヤシ、秋山竜次、斎藤司、たかし 蓮佛美沙子＆中村アン

＃ 266 2016/2/11 浦和レッズ 阿部勇樹、槙野智章、柏木陽介、梅崎司、宇賀神友弥、武藤雄樹 村本大輔＆鈴木奈々

＃ 267 2016/2/25 宝塚ＯＧチーム 真琴つばさ、大和悠河、彩乃かなみ、映美くらら、凰稀かなめ、愛原実花 篠原信一＆前園真聖

＃ 268 2016/3/3 チーム茨城 渡辺裕之、広澤克実、綾部祐二、白石美帆、黒沢かずこ、磯山さやか コロコロチキチキペッパーズ

＃ 269 2016/3/10 女子アスリートチーム 吉田沙保里、鈴木明子、田中理恵、渡嘉敷来夢、ＲＥＮＡ、坂口佳穗 増田貴久

＃ 270 2016/3/17 チームインターナショナル マイケル富岡、アレクサンダー、ユージ、MayJ.、栗原類、藤田ニコル 及川光博

＃ 271 2016/3/24 映画「暗殺教室-卒業編-」チーム 山田涼介、二宮和也、山本舞香、加藤清史郎、知英、椎名桔平 千鳥

＃ 272 2016/4/7 チーム元気 柳沢慎吾、松木安太郎、金田朋子、加藤諒、小島瑠璃子 米倉涼子

＃ 273 2016/4/14 ピン芸人チーム 土田晃之、陣内智則、ハリウッドザコシショウ、狩野英孝、あばれる君、小杉まりも ヒロミ

＃ 274 2016/4/21 チーム福岡 博多華丸・大吉、カンニング竹山、小峠英二、KABA.ちゃん、西内ひろ 大久保佳代子＆橋本マナミ

＃ 275 2016/4/28 バレーボール全日本女子チーム 木村沙織、荒木絵里香、江畑幸子、長岡望悠、宮下遥、古賀紗理奈 上戸彩

＃ 276 2016/5/5 Sexy Zone 佐藤勝利、中島健人、菊池風磨、松島聡、マリウス葉、川合俊一 NON STYLE

＃ 277 2016/5/12 映画「殿、利息でござる！」チーム 阿部サダヲ、瑛太、寺脇康文、千葉雄大、山本舞香、岩田華怜 千鳥

＃ 278 2016/5/19 映画「オオカミ少女と黒王子」チーム 二階堂ふみ、山﨑賢人、鈴木伸之、吉沢亮、池田エライザ、菜々緒 TKO

＃ 279 2016/5/26 映画「高台家の人々」チーム 綾瀬はるか、斎藤工、水原希子、間宮祥太朗、大野拓朗、堀内敬子 ケンドーコバヤシ＆陣内智則

＃ 280 2016/6/2 チームブラジル ラモス瑠偉、マルシア、アマンダ、ダレノガレ明美、植野行雄、前園真聖 児嶋一哉・鈴木拓

＃ 281 2016/6/9 チーム絶好調 中畑清、岡田圭右、塚田僚一、鈴木奈々、菊地亜美、りゅうちぇる 千原ジュニア

＃ 282 2016/6/16 チーム千葉 高橋英樹、山里亮太、有岡大貴、歌広場淳、菅谷哲也、小島瑠璃子 指原莉乃

＃ 283 2016/6/23 映画「TOO YOUNG TO DIE!」チーム 長瀬智也、宮藤官九郎、桐谷健太、皆川猿時、古舘寛治、ゴンゾー おかずクラブ

＃ 284 2016/6/30 BABA嵐 山﨑賢人、篠原信一、小池栄子、小沢仁志、桐谷美玲、田村淳、中山優馬、長瀬智也

＃ 285 2016/7/7 ドラマ「好きな人がいること」チーム 桐谷美玲・山﨑賢人・三浦翔平・野村周平・大原櫻子・菜々緒 ピース

＃ 286-1 2016/7/14 ドラマ「HOPE～期待ゼロの 新入社員～」チーム 中島裕翔、遠藤憲一、瀬戸康史、山本美月、桐山照史、山内圭哉 香川真司

＃ 286-2 2016/7/14 嵐-1グランプリ ①熱湯コースターＧＰ  ②自転車レースＧＰ　③巣鴨認知度ＧＰ　④所持金ＧＰ

＃ 287 2016/7/21 チームGOLD ウド鈴木、田村亮、上田竜也、カズレーザー、IKKO、最上もが 天野ひろゆき

＃ 288 2016/7/28 チーム元野球部 出川哲朗、石井一久、柴田英嗣、古閑美保、ダレノガレ明美 持田香織

＃ 289 2016/8/4 映画「秘密 THE TOP SECRET」チーム 生田斗真、岡田将生、栗山千明、大倉孝二、木南晴夏、前野朋哉 FUJIWARA

＃ 290 2016/8/11 よしもと芸人チーム 千原ジュニア、川島明、大悟、梶原雄太、しずちゃん、ゆりやんレトリィバァ、三秋里歩 沢村一樹

＃ 291 2016/8/18 チームボクサー 井上尚弥、井上拓真、八重樫東、黒木優子、具志堅用高、千原ジュニア 貫地谷しほり

＃ 292 2016/8/25 映画「真田十勇士」チーム 中村勘九郎、大島優子、松坂桃李、永山絢斗、石垣佑磨、加藤雅也 バカリズム＆菊地亜美

＃ 293 2016/9/1 映画「超高速！参勤交代リターンズ」チーム 佐々木蔵之介、深田恭子、上地雄輔、知念侑李、柄本時生、近藤公園 狩野英孝

＃ 294 2016/9/8 チームバスケットボール 田臥勇太、竹内公輔、竹内譲次、中村雅俊、竹山武範、田村裕、マギー 森山直太朗

＃ 295 2016/9/15 映画「四月は君の嘘」チーム 広瀬すず、山﨑賢人、石井杏奈、中川大志、山口香緒里、檀れい トレンディエンジェル



＃ 1 2008/4/12

＃ 2 2008/4/19

＃ 3 2008/4/26

＃ 4 2008/5/3

＃ 5 2008/5/10

＃ 6 2008/5/17

＃ 7 2008/5/24

＃ 8 2008/5/31

＃ 9 2008/6/7

＃ 10 2008/6/14

＃ 11 2008/6/21

＃ 12 2008/6/28

＃ 13 2008/7/5

＃ 14 2008/7/12

＃ 15 2008/7/19

＃ 16 2008/7/26

＃ 17 2008/8/2

＃ 18 2008/8/9

＃ 19 2008/8/16

＃ 20 2008/8/30

＃ 21 2008/9/6

＃ 22 2008/9/13

＃ 23 2008/9/20

＃ 24 2008/9/27

＃ 26 2008/10/4

＃ 27 2008/10/11

＃ 28 2008/10/18

＃ 29 2008/10/25

＃ 30 2008/11/1

《芸人チーム》　くりぃむしちゅー、ＦＵＪＩＷＡＲＡ、ペナルティ、小島よしお、木下優樹菜

最強王者決定戦　大反省会

太田雄貴、ケンドーコバヤシ

伊藤淳史、釈由美子、鶴見辰吾

劇団ひとり、椿姫彩菜

土田晃之、優木まおみ

武蔵、ボビー・オロゴン

水野裕子、熊田曜子

勝俣州和、井上和香

チェ・ホンマン、浅草キッド

最強王者決定戦　直前スペシャル

＃ 25 2008/10/1 VS嵐　～最強王者決定戦～　第１弾
《アスリートチーム》　髙田延彦、池谷幸雄、片岡安祐美、村主章枝、内藤大助、前園真聖

元木大介、宮﨑大輔

里田まい、安田美沙子

村上ショージ、高島彩、中野美奈子

柳沢慎吾、さとう珠緒

Ｐｅｒｆｕｍｅ

古田敦也、木佐彩子

三谷幸喜、高田純次

嵐　反省会

アンガールズ

石原良純、ほしのあき

宮川大輔、ほっしゃん。、河本準一

カンニング竹山、柳原可奈子

東貴博、山本モナ、大沢あかね

なだぎ武、友近

品川庄司

山田優、滝沢沙織

南海キャンディーズ

ドランクドラゴン

ココリコ

【お昼時代】



＃ 31 2008/11/8

＃ 32 2008/11/15

＃ 33 2008/11/22

＃ 34 2008/11/29

＃ 35 2008/12/6

＃ 36 2008/12/13

＃ 37 2008/12/20

＃ 38 2008/12/27

＃ 39 2009/1/10

＃ 41 2009/1/17

＃ 42 2009/1/24

＃ 43 2009/1/31

＃ 44 2009/2/7

＃ 45 2009/2/14

＃ 46 2009/2/21 特別編　ゴルフ対決

＃ 47 2009/2/28

＃ 48 2009/3/7

＃ 49 2009/3/14

＃ 50 2009/3/21

＃ 51 2009/3/28

＃ 52 2009/4/4

＃ 54 2009/4/11

＃ 55 2009/4/18

＃ 56 2009/4/25

＃ 57 2009/5/2

＃ 58 2009/5/9

＃ 59 2009/5/16

＃ 60 2009/5/23 神田うの、山本太郎

最強王者決定戦　未公開スペシャル

FUJIWARA

西川史子、髭男爵

NON STYLE

ザブングル、上原美優

ナイツ

＃ 53 2009/4/10 VS嵐　～最強王者決定戦～　第３弾

《アスリートチーム》　川合俊一、武田修宏、小川直也、元木大介、内藤大助

《芸人チーム》　ガレッジセール、次長課長、タカアンドトシ、はるな愛

《めざましテレビチーム》　大塚範一、高島彩、皆藤愛子、福原直英、杉崎美香、石本沙織、戸部洋子

出川哲朗、エド･はるみ

深田恭子、生瀬勝久、ケンドーコバヤシ

勝俣州和、ベッキー

品川祐、成宮寛貴

陣内智則、はるな愛

最強王者決定戦　直前スペシャル

祝勝会

オードリー

武田修宏、パンツェッタ･ジローラモ

高橋克実、八嶋智人

上田桃子、諸見里しのぶ

上田桃子、諸見里しのぶ、南出仁寛

千原ジュニア、南明奈

フットボールアワー、安めぐみ

最強王者決定戦　直前スペシャル

＃ 40 2009/1/10 VS嵐　～最強王者決定戦～　第２弾
《アスリートチーム》　片山晋呉、亀田興毅、内田篤人、廣田遥、冨田洋之、三浦大輔、チェ・ホンマン

《芸人チーム》　雨上がり決死隊、世界のナベアツ、チュートリアル、ケンドーコバヤシ、宮川大輔、マリエ

森三中

ますだおかだ、misono

バナナマン

手越祐也、宮迫博之

佐々木 健介、北斗 晶

TKO



＃ 61 2009/5/30

＃ 62 2009/6/6

＃ 63 2009/6/13

＃ 64 2009/6/20

＃ 65 2009/6/27

＃ 66 2009/7/4

＃ 67 2009/7/11

＃ 68 2009/7/18

＃ 69 2009/7/25 ＢＢＱ嵐

＃ 70 2009/8/1

＃ 71 2009/8/8

＃ 72 2009/8/15

＃ 73 2009/8/22

＃ 74 2009/8/29

＃ 75 2009/9/5

＃ 76 2009/9/12

＃ 77 2009/9/19

川合俊一、大林素子、山田涼介、知念侑李

蛍原徹、吉川ひなの

ダチョウ倶楽部

ガレッジセール

菊川怜、北川弘美

ハリセンボン

ブラックマヨネーズ

ジョイマン、フォーリンラブ

総集編

GACKT、宮﨑大輔

藤井隆、友近、中村仁美

米田功、池谷幸雄

品川庄司、矢口真里

26時間テレビの裏側　お台場合衆国ロケ

竹中直人、沢村一樹

カンニング竹山、日村勇紀

生田斗真、加藤あい、松本じゅん


