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応援しています@mimi37161  素晴らしい@kusotetukuuchan  のぼりきれー！@akikkuma25  頑張って@R7naQneainy1R7c  ガンバ☆負けるな!!@rier25  がんばれNEOくん！ @PandaZ0311  頑張れ
@dmja2378  君ならできるよ！その調子～@_nanail  きっと成功すると願ってます! @mimilovelycat  いつも通りがんばれ！@iQqMud38kSO6uoF  頑張れ～！ @angelblack211  頑張って！
@SECRETPRINCE6  がんばれ" @wakuwakudokii  頑張れー！@JUMPkiss3  頑張って！@happy5005000  (●'д')bﾌｧｲﾄです！ @neco_neco21  毎度ながらすごいと思います！登り切れるよう応援してま
す！がんばれー！@nire20nire20  エボルタ君！頑張って！@eri_twin_1020  これからも応援してるよ @ohirune1156  応援しています!♥@michan_4u  がんばれー！！！！@chikafujisan  頑張ってー！
@LEe0w0x2lAr6Knc  頑張れエボルタ！！！ @risacopal25  NEOくん頑張れ！@20Hydrangea  成功を祈る@RomzHoliday  最後まで頑張って応援してます！ やればできる@iwakuni777  心を燃やせ！
@kurosiromaru  頑張れ！(*́∀｀*)尸"@duffy_disney_39  頑張れ@eripart5xx  ふぁいと！@erikosaaaaan  がんばれ！ @newspapersub2  ファイトエボルタ@e_yyew  応援してるよエボルタくん
@riiiomaaaan  ファイトエボルタくん！@DEMEKIN2892  ファイトエボルタ！！@kamekichi444  ファイトエボルタ@hibikiiiin  がんぼれがんばれエボルタ@ototinman  ファイトエボルタくん！@eiiiton 
頑張れエボルタ！@seng73503703  頑張って@mimin0123456  がんばれ!! @astroboy655  がんばれエルボタくん！ @tokiwa_wakaba  頑張って！@kurin0105  がんばれ*(°̀!°́)!! ! @nagisa_13458
エボルタNEOくんファイトー！@p7dv332zGyEZqRi  頑張って下さいっ"(!""*)!# @cyocoxx  がんばれー^@^*@anankikodayo  頑張れ@nonuronu  頑張って@mariaya16  がんばれ@mari161206  頑張れ
$ @daiyamondodust  がんばって！@0t0kujy0uh0u  fight！@nissignal  頑張って# ! @hanabi_panda  がんばれー！きみならゴールできる。@wfrcefbtr2  エボルタ君ファイト！@akeko179  がんば
@keisuke35129123  fight@mikotan21407347  NEOくん、皆の応援を信じて頑張って！@rock3woman  頑張って@King_Arthur_333  エボルタＮＥＯ君、液漏れせんとがんばれー！
@Q1l2tzqC1s5wo2r  ガンバ# @shizukusnowdrop  がんばれ@norrem61  がんばってね@ohisamacat  頑張って～！応援してます！@3333iverson3333  応援しています@bornfreecat  頑張れ～～ 
@kedamanosu  頑張って@176natsumi  チャレンジ頑張れー！！@goodenough1981  がんばれ！@2525AYP  エボルタくんのチャレンジ期待してます！！@ro_zon1010  ロープ登りがんばれ！ 
@yafyaf555  エキサイティング$ @pokemon_3150  頑張れ@K239501307  頑張れー @pnyrn  がんばれーーー@blackcatiove  今年はどんなチャレンジをするのかとっても気になっていました% プラ
レールでお馴染みのEVOLTA NEOくん! 子どもたちも大好きなので一緒に応援します&  @x_xkagura  頑張って@723__  君ならできるぞ！！ @aju_iju  頑張って！@moruchin_prince  すごい@pupupuri66 
ファイトーーーー★@chocooooo88  頑張れ' @hatihati0  頑張ってください！( @minidora_24  災害時にも頑張ってください！ @yFo0p8PMv8Jmoks  フレーフレー$ ← @Brindle0oo  ロープ登りがん
ばれ！ @p06toki  ふぁいてぃん@oz_n0  がんばれ！@userNameTora  フレ～！フレ～！エボルタくん！応援しています！@o7ba3  まだまだいける！ @wAFxhv2kou9NHZy  がんばれー！@yakk2024  ロー
プ登りがんばれ！ @yafyaf333  頑張って！@nii2181nii  頑張って下さい@sisisisin95  エボルタNEO チャレンジ成功しよう！@Licachann  ガンバ!!@DORA101000100  ファイトだぞ@nyacyomi  頑張
れ！！@yachibay0525  頑張って！ @fuuyu_44  いつもチャレンジしてるエボルタ君が大好きです！ @takapon77777777  頑張れ！頑張れ！ @lavender_881  頑張って＼(^o^)／！ @oFkHwYLIJcTojDk 
長い時間だけど頑張ってね！応援してるよー！ @0815Manma  ファイトー@nikoand_mii  ロープ登りがんばれ！ @p06do  諦めるなー！@pi_ka_pi_kachu  電池切れ注意！@wtakita99  頑張れ
ｰ!!!@C10x4LZQAmQfv9t  かわいい！がんばれ！) @rubiks_star  エボルタくん頑張ってね* @hrk_33322  がんばれがんばれ！！！ @TN19454939  ロープ登りがんばれ！ @apporos01  登りきれ
@masa29126  ファイト+ '  @akanezora_aki  がんばれー　行ける行ける @baby_march  がんばれー！！！@mocamoca56  頑張って！@n8o07n  頑張って# @swGSQIPtR9WkhZz  頑張って' '
@ChieJam1020  ロープ登りがんばれ！ @ifug21  これまで何度も過酷な挑戦をしてきたエボルタくんなら今回もきっとやり切ってくれると信じてる' 楽しみにしてます, - @s76263729  エボルタNEOく
ん、頑張ってください！@masa525  You can do it! @_greedyprincess  落ち着いて頑張って！！@orikanai  頑張れー"@choco_oxo_choco  がんばってね@yozorahanekoiro  頑張ってね 
@okumenokurochan  エボルタ応援してる！ @rQ08lklgorQj0bd  ガンバ@KenSyou_Oubo  ガンバレ@gettop100nine  電池の力見せてくれ!!!@ito4koga  【目指せっ!!世界記録. ! エボルタくんだった
ら、できるっ# $ 】@piro98917935  みんなが応援してるよ(*#-#*)世界最長の景色見せて\( ̂ô )/@f3mqteTGpgBiLYE  一生懸命って素晴らしい！頑張って！@RONRANxxx  頑張れ！ @hiromicochan 
頑張れエボルタ/ @takemikestory  がんばれ！ @babo6247791  がんばれ！ @west3254  頑張って！！@kirikosan12  がんばれー！ @satira1144  ただひやすらに頑張って！！ @deivirgo  がんばれー
" % 0 ！ @momomihyaeru  応援してるよ　頑張って@kirikosan23  頑張れーーー@KorokkeKoro  ファント(/・ω・)/1 @twinkletinyaibo  がんばれ世界最長2 2 2 2 ｍ @3eTyqH6uzypXX6b  ふぁ
い！　@akinokoto  ファイト！ @chatagreen  がんばれー!! @LTaW9SQyAvAoH0E  がんばれ！ @ivuki_HAL  頑張れ@iga_no_kuro  応援しています3  @xcbmy87x  がんばれ！ @smith_tttt  頑張れ"
% 0  @Madoja0120  がんばれ！@pmpmrunrun410  頑張って！@RT800656571  毎回挑戦楽しみにしてます。世界最長がんばって%  @315_yukimaru  がんばれー！！！世界最長記録！！ 
@JERRY_777_  ファイト～！！応援しています　@komatike  がんばれ@rockrockxyz  がんばえー@maybslpo9  応援してます！ @kskspoppo  がんばれ！@kannmi_112  頑張れ！
@okzoUdWNX8g0KhJ  頑張！@miiya219  キミはできる子！ @mitsumame101  エボルタくんに不可能の言葉はない！@pug_hm  がんばれがんばれ@kagura_haku  まだ暑いけどがんばれ
@wanderingpeople  がんばれ！！ @huku2018  いけいけーーー！@turuhuka  頑張れ‼ 頑張れ‼@alisamoamoa  頑張れ" % 0 @Nekopyon2013  頑張って@masamoamasa  みんなに笑顔を！ 
@HDQDfyEJyQv58xv  がんばれ！@O2done  頑張れ# @UV9sytENCWoz14C  (!•o•)!＜ﾌｧｲﾄー！ @c_yyk  頑張れ' (! •̀_•́)!期待しています$ @kingdom_boogie  がんばれ！！@h_231502  まだまだ行
ける！ @29Rone  頑張れ@hahihomi  NEOくんに限界はない！？@wakkyman  頑張るのよ！ @tarutaru_senpuh  がんばれ♡@news_kanjani8  頑張って～o(`･ω･́)o @amakiri1518  ファイト！！
@sbsSP86T63U3Axx  がんばれー！@yyss08081  ファイト' @Bluebirdclover  エボルタ君頑張れ！@i_O_anpan  頑張って！ @yuka_smile27  がんばれ！ @matabeit  がんばれ！ @usagiyann  最後ま
で頑張って！ @marronmarron40  頑張って4 @Tournesol1972  世界最長記録をぜひ見たいです！がんばってー！！@suica_no_suica  エボルタ君、ファイト！ @nobivkenko  いけいけ！ @5656nemutai 
neoくんファイト@y3ykCaSZdPaBtlW  がんばれ！@huhudayo  負けるな！ @nekomama819  ファイトー！ @414_pon  エボルタ君頑張れ！ @riarugaga  頑張れ頑張れ！ @edge_sora  がんばれー！
@luckysomesan  がんばれ～@tontan_chinsuke   頑張って！@pN3u6uBGtQC4XTx  応援しています(^^♪@chairoi222  1111m！すごっ5 5 5 ファイト# ! ! @mizuki_joto  頑張れ@chanbeji2  や
れば、できる!!@beforedaylight  ファイト！！@daaaaaaaako  ふぁいとーー！！@ka__yaa  頑張ってね！ @u1nmQ9zpHT7MPeK  ガンバレエボルタくん！@D9s0ErKZKFXyVRr  チャレンジ頑張って%
@sora_mame_OO  頑張れ(∩́∀｀)∩1 @aibo626  ファイトね！ @Niji_rina227  頑張って" % 0 @1bs6HPCS9A5Whrs  がんば@azaz_tks  エボルタNEOくんならできる！！息子も応援してるよー！
@kirakira1604  応援してます@BbSt5wT8yX0hQcg  がんばれ！@q7uSj69lG8KZ5eV  頑張って！ @kmoriya2505  がんばって！@hagaki5  頑張って+ @moanamoana111  頑張って！@yurimain  成功
を祈っています！がんばれ！ @sachi_gypso  ファイト/ @gsx400fs2964  がんばれ！！ @a7_0722_3i  がんばれっ, ! @applemogumogu2  ふぁいとー！@asunaro009  頑張れ～！！@kns1803  エ
ボルタ君頑張れ@cerezo26  どんどん登れっ！@gocci24440542  応援してます@sl7i7tbYIm6Tub3  最後まで諦めないで頑張れ、エボルタくん4  @kapibarasan2020  がんばれ！@chiichan2774  がんば
れ！！@erupyon31  生放送を楽しみにしています' @kkrbura52  ガンバレー@rossikun  がんばれ！@wan221wan  可愛い～( 頑張って～@maki_11_  是非記録を打ち立ててほしい4
@sasayakana_life  エボルタくんのチャレンジ応援してます！ @clover43azu  とにかく頑張れ！ @qaRintzPLjsttUW  死ぬ気でがんばってね！ @taro_hashimoto  頑張ってください。応援しています。
@syunsukeyamada1  がんばれ@kmmr_tks  頑張れ" % 0 @wamirimo  ガンバ大阪@mukaimatsukawa1  がんば！@SdslLuNex95f2so  どこまでいけるか!!応援!きっとできるはず @tiaru  頑張って
@OihIljT0F85L5O2  ファイト@macoco24  頑張れ6 ) @nyannyannekone  最後まで諦めずにがんばれーーー @Miika0821  がんばれ！ @kasai44  がんばれ @simikayo  凄さを見せつけろ！ 
@shnpganando  応援してます@17tsuna  楽しみです% @ykn_oubo  頑張れ！ @yasuhiroshibaha  頑張れ～7 @asdteqtuhcztujb  いけいけー！@kumi_d  応援してます@satomonmochamo  がんば
れー！@accaaaaaa6  頑張れ@13bfJrRsvDpqtU6  ふぁいとおおおお@hrokawari2  fight！\(^-^o)(o^-^)/0 @hasuringo  がんばれ！　@nina27moo  君ならできる！ @AcyKktBfVV4r1MM  エボルタく
んがんばって8 9  @momosuke0111  fight@vHqJNPNbTGD2UbD  がんばれー@mamachinikoniko  応援してます！@kokoacat1227  クライミングチャレンジ、頑張ってー！！ @rakurakushow  頑張っ
て# @c_bfc  頑張って@ha0619mi  頑張って# @Wb8Ak  頑張れ$  @Zmr1Cv0MQd9jbyc  がんばれーい！ @icoino0112  頑張れ@vHFQhkPEhlu1Reg  : エボルタNEOくん! 　　　がんばれーーっ
3 * ; : @mof_trifolium  ファイト@honeybear072  頑張れ@NOAH0704  毎回楽しみにしてます。頑張れぇ！ @koust0510  目指せ！世界最長！@resa_tomichan  さあ、全力でがんばれ！！
@NAOH277  頑張れエボルタ君@miho80329226  世界最長すごい！@mezosafu  頑張れ！達成を確信してます@Hank7Sap  エボルタくんのチャレンジCM毎回楽しみしております～♪微力ながら応援して
おります！！！ @BlueDragon_758  そのままオリンピックを目指そう、@prince_prisos  腕がもげるまでふぁいてん！@tamakiti4018  ㊙< ㊙㊙㊙期待大です　当たるようお祈りしながら参加します！！5
5 5 5 5 @01uSC3lqDuATBZl  ファイト@okinawaman36  頑張ってください:  @tas2kao  頑張れー@HGYJWrAuvV5J0Z0  頑張ってー( $$$% &'(ω% &'($$$)& & @ma09022399615  頑張ってください
@nlovem5  成功期待しています。@mizu72400724721  記録更新、期待！ @ahitokira  ファイト# = * @88888o88888  エボルタくんならできる#@maya_rate  エボルタくんがんばれー！！！ 
@kokorogasindoi2  無限の可能性> がんばれ！ @ringogojuice  頑張って～♪@99scorpious22  ちっちゃいのにすごいね！ @kyo12mom12  がんばれーーー@hoippus2  頑張ってね！ @sakura_saku37 
応援しています@cocoatowatasi  頑張れ@ayu12306  ファイト！@ojiojidesu0202  「いつもチャレンジ見てるよ！がんばれ！("•̀ㅂ•́)!$」 @north_sea_pine  がんばれー" % 0 @3622mayu1  頑張れー
" % 0 @robinribu  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  ファイト！ @UnvzOL8RMuw7kcd  応援してるよ！@harumi_chirol  上がれえええー！！ @harutamano  ファイトーー@mcyuzu  是非
とも世界最長の座を手にして欲しいですね！@Q2aukz0F4Wfd0B4  まだまだ行ける！！！@nacchango1  やれば出来る'  @hiro_orihiro  応援してます！@kanikanikaori  頑張って@kusotetukuuchan  が
んばれ！@mumi13  頑張って下さい> @Vivimilk0409  がんばって" % 0 @mamagirl115  頑張れ！@7aaaaa7a  (‾ー‾ゞ-☆ﾗｼﾞｬ!@heburo  がんばれぇ～@chamkichi0615  まだまだいける！
@taoyame3  エボルタくんならできる！ファイト！！@Tkpr4  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  ﾌｧｲ!! (∩`ώ)⊃))ｼｭｯｼｭｯ@tunetan1110  頑張って@18jun  やればできる子！@yasokasp  届
けっ！！@AKAKAKa96969696  エボルタNEOくんチャレンジ成功祈る！@IKlJseSk83wYOIm  がんばれー@hidemi4028  がんばれエボルタ！！ @yusa7143  がんばれー@marimaribeauty1  登れ！より
高く！！@tano_eke_ichi_2  ファイト！！@ma06380504  がんばれ！@imaimaorange   頑張って！@kan5257  いけるよ！@spiral_cylinder  がんばれ@silvermirroring  応援しています? ; チャレンジ
成功$ @yuki_nadeshiko1  がんばってください！@b_a_c_a_t_a_r_e  頑張って～～～～@naopkun  頑張ってー$ @122404_am  がんばれー@fujinomat  NEOくんならできる!頑張って‼
@sakura84042644  頑張れ# @abc543abc  頑張って！ @shiroXkuro_usa  応援しています！！3 ! @sorawo10242  ファイト@shihomi0325  応援してます！ファイト@ @kurumikko1110  エボルタ
くん、頑張ってください。応援しています。@matiruda0218  エボルタNEOくん頑張って@lilakolilakiiro  きっと出来る！　 @fimadesu  頑張れ～頑張れ～@monnmon0524  記録更新頑張って！
@nonbirihipuchan  頑張れ！！！@KinnikuThatcher  世界記録を目指して、エボルタ君頑張れ！ @HeltHiro  ファイト！ @111Hara  がんばれ！@hanitamago  がんばれエボルタNEOくん！！ @FrncBlg 
がんばれーー！ @miritown  目指せ世界最長！ @V1gEc64mY7tSPMz  がんばれーーー@sea_love2  きばれーー!!@rVL7K2QGtYLUvjl  エボルタくんファイト@inza9  頑張れ@meatburglove  頑張って下さ
いッ！！ ( ≧ ∇ ≦ )@cielheart  がんばれーーー@4aui2  NEOがんばれ！@agohige_og  また新たなエボルタ君の挑戦が見られることにワクワクしています。地道な継続が大きな力になることを見せてください
ね！@shimochan74116  あきらめるなエボルタ！ @ogasaaa  がんば！@kYml4VHMDq6ICHg  おめでとう！ @sakura31034  がんばってね！ @jpamyi08  がんばれ@copannda  負けるなエボルタ 
@jboy8009  がんばれ！ @usagiyann  頑張ってね！@sumicchikazoku  世界記録目指して頑張れー！3 @_tetomaru  頑張って@marutyanotu  やれば出来るぞ！エボルタくん！@nacchan_828  エボルタ
くん頑張って" % 0 @lucky2girl  世界最長は凄い！頑張って！！ @muku251  フレーフレー@7398460020  がんばれ！エボルタくん！@rururu0330  がんばれエボルタNEOくん+ A @iroha_s514  頑
張ってー！！@eevee0111  がんばれー@papapa30wara  ふぁいと！@mikeima1105_nn  頑張れ～@monnmon0524  目指せ！頂上へ！@kenshougannbaru  ファイトーーー！！@0823Rt  ファイトファ
イト！ @hamakawa1028  多分達成出来る！！！ @Order_Date  NEOくん、ガンバレ～！@sakura10905  がんばれエボルタNEOくん！@Hiro_Taka_2016  頑張って@Nbxk6bk8znXQtCV  のばれるの
@impact1983  君ならできる！ @hiro_mi_desu  かわいい！@mmnchsurs  まだいけるよ！@aymk78657097  がんばれー@torao200504  がんばれ～@kera_oubo  かわいいのにすごい！がんばれ
@emilin_k  頑張れーB @mio33968335  がんばれ！ @nonoj20237694  どこまで行くか！ @etsu_kubo  ふぁいとおおおおおお！@ninotyan_cc  がんばれー@kun3dark  頑張って！！@rirumm  頑張っ

て下さい @Show01297  ファイト！ @bule_ami  まだまだ行ける！@chinaporetana77  頑張れぇ～# A  @scrs_7  エボルタNEOの長持ち力で頑張って！
@tnazalea  応援してるよ！がんばれー @arigatou_35826  がんばれ@souharu00  がんば！@rayneko  がんばれ！(≧▽≦) @htkyxxx69  NEOくん、頑張って記録

伸ばしてね！@mamirinnm  頑張れ～)@marieap3271  ファイトー(*́∀｀*)尸"@duffy_disney_39  頑張ってね！@zbf20687  すごいC @timeontimenow  エ
ボルタ頑張って!  @0611taka0113  頑張って' @96a65af983a84d4  頑張って！@YOZZA76761017  頑張ってー！！！！@meru_muuuu  がんばれ！
@karudinata  がんばれ！@koma24518043  頑張って！！！エボルタ君なら出来る！！@hiyoko59430447  今年も頑張れ！@shi77789te  まだまだいけ
ふ～！！@d79339398  全力で応援します！( 頑張って下さい! 　 @a____0227  がんば！ @koucha1221  いけるよ、いける。頑張ってね。@04primula 
ファイト～!!@omDjmxSTjTDKUTf  はい、ファイトー！　　 @timati003  がんばれ！ @kimidodori  がんばれ(^^♪@pekopeko1983  日本に感動をファイト！
@tNIjeU3DUgJY491  頑張って下さい@anankukudayo  頑張れ～ @timati02  エボルタ君ファイト！！！@1wNjgd0mUFPYn45  エボルタくんがんばれ！！ 
@eri_rin0128  がんばって！ @karinmama0731  世界記録達成に向けて頑張れ～！！応援してます！！！@plumeria_hb  頑張れ頑張れ頑張れ〰君ならできる
@AvecAnge  NEOくん頑張って(≧▽≦)@Elena268167  頑張れ@nyan2_gao  がんばれ！！ @dietcat128  世界記録たっせいできるか@motmegane  頑張れ
@yam47931735  頑張って@B_cKaRaf81  ファイト！@rinyuian  頑張って@umasukig14012  がんばれー@TWSypiMapOSZgOk  コロナに負けるな
@asa19551130  いけいけGOGO#  @9march9  (!•o•)!＜ﾌｧｲﾄー@riatan_01  あなたの頑張りが子どもたちを育ててくれる！がんばれ～@haruto_aki  NEOく

んがんばれ～っ‼上へ上へ、あきらめないで‼@smtmykw  がんばれ！応援しています。@shiro89540747  がんばってください！ @runakoro3333   GOGO フ
レーフレー@bb05923157  がんばろー！@pochika_928  エボルタNEO くんがんばれー@mickey062622  また新たな記録を打ち立てるのか！@genki123da
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頑張ってね@ebisenbei1810  頑張って～@km_fmfa  登れること自体驚き頑張れー@lotaren  頑張れー"(A ▽A )#@aio_0802  頑張って@kepipita  がんばれがんばれエボルタ@asunaro_hakusyo  頑張って
@tarokaet  頑張れ！ @kaisan408  頑張ってください！ @ujjandesu  のぼる姿を応援します！ @Pjfbbj06GwmQaaA  ファイト+ @asagaopooh  がんばれ@emimamata  がんばれー! NEOくんD
@kunikokonin  慌てず、一歩一歩大事に行こう @yosibee3  がんばれ@Cemichanmama  記録をめざせ@orange_remon  がんばれ@_onamiko_  がんばれ% エボルタくん！ @umaaji6  絶対行ける！頑張
れ'  @juririn0519  頑張って@patotoyuyux  エボルタNEOくん！グングン！@kawausorumu  頑張って@pipiyoyoyu  頑張って～@pinkupansa10  エボルタくん頑張れ！ @jjmakijj  最後のオリンピックを
見せてくれ！@ramenmaru_desu  がんばれ！@sawakeman1  頑張って@ginmama2  NEOくん行けー！！！@kaikimaru8  頑張ってエボルタネオくん@umIni5OGnfcOq32  エボルタほしい@muekami7 
頑張って@yupararat  頼むぞ@heburo  期待してます！@i8IO5fW751EUcnI  やれる！ @BLUEwon19085535   エボルタ頑張ってください# # @Mfwsh2b80ylhdav  今年も頑張れ！ 
@19710809_mame  がんばれー！！@Ev2XIenEuKjlW3P  のぼれ@Mda1yC1  世界最長記録を目指して登りきれ。@crimsonisland4  楽しみ～- ！ @xU9B0fMQ5wCUnnn  電池がんばれ！
@hinofonomiyoko  エボルタ君頑張って！@hamumoru1  頑張ってー( @vINdX9fonKGVw9a  毎年チャレンジ凄い！ @pakachan999  がんばってエボルタくんA ！ @happylife_8888  がんばれー！！ 
@yF3w2PQLn1wGtc2  がんばれ@Taka121719  がんばれー！@aiueooo624  ふぁいと(́p・ω・q｀)♪ @akmm_39  エボルタＮＥＯくん、君に不可能という文字は無い！ @pimu0311  頑張ってエボルタ
ネオ! @knyn92lv  がんばれー！@yuri28340828  がんばれエボルタNEOくん！ @very___very  頑張って下さい@kachue_3da  頑張れ！諦めないで～@ztqLtoiE2QXIwuj  がんばれNEOくん！まだまだい
けるよ! @BDiana1129  頑張れガンバレー！@mayukoro81  頑張れ@yasutajun  NEOくん頑張って！@chibikuma_sweet  まだまだがんばれ！止まるながんばれ！@halyuzuringojam  がんばれー！
@pnachanq  がんばれー！！@maichin___with  応援してます！@maripisu84  がんばれエボルタくん/ @applepomee  ゴー！！　@HH68078251  がんばって！ @nahoetc  頑張れ$
@pPAyny0Vueo1hRU  がんば@yupoyupo3_san   みんな期待してるよ@HuSVs5hM7wF2T1h   がんばれ！@Yonekura1979  NEOくん頑張って！ @atuu3  ファイト' @mizo_atsu  頑張れ、エボルタNEO
くん# 応援しています3 @77fnAt  頑張れ！@remonstrat1  いつもチャレンジ楽しみにしています。@kaidoutamashii  千里の道も一歩から！@yougod3774  がんばれ～#   @ple_rerere  頑張れ～！%
! @3RobinRobin3  ファイト一発！@yougod74  がんばれ("•̀ㅂ•́)!$ @pao100911  ファイト！@JlhytJrxra9eYZq  今年も応援してるよ！ @newspapersub2  世界最長頑張ってね！！挑戦することがすご
い！@cocoacoco045  頑張！@subarasiianiki  チャレンジ成功おねがいっ @AAme0515  応援してますっ！ @AmeDict2  エボルタくん可愛くない？いけるよたぶん @hasutuke  NEOくんが頑張っている姿
はとても素敵です！ @BBMsZzlb733nvrj  負けるな！@hyotttu  素晴らしいです！頑張って下さい！！@8888tsubasa  (●'д')bﾌｧｲﾄです@liardollSANA01  がんばれっ @KatzeIngwer  世界最長達成祈る
@hanano__keiji  ファイト～　@r_u_m_p   行け!@lovedor  GO!GO!@yt0m0ty  NEOくん、頑張ってー！ @shimeji2019  応援してるよ*@suiyoubino_cat  頑張って" % 0 @hin_pa215  がんばれエボル
タロボット～(*́∀`)♪@miffy291  がんば@mo_cfg  がんばれ！エボルタくんなら出来る@cacao310  まだいける！@nukunuku_man  応援してますE "(｡•ω•｡*)!E @moka_kumi  頑張れ、エボルタ！
@4444_William  キミなら出来る！ネオくん! ) @mishimatsu555  You can do it！E @nyanco_linlin  ファイト@maumau75555  がんばれ@fukufukugami  エボルタNEOくん頑張れ！応援してるよ"
% 0  @maffshizue66  がんばれー @eita21  がんばれー！@mofumofuapple  頑張ってください！@Ragu_number101  頑張って~~F & &  @joyjoyjoy544  がんばれ( •̀∀•́)#@CL22664982  頑張って！
@Purin1978  かわいいし、頑張れ！@kanapppppeeee  がんばれ！ @rinkakensyo  頑張ってね☆応援してるよ☆@nana89nana89  頑張れー(p｀･ω･́q)@yossyat0505  fight@Your_Heart_63  頑張れ
EVOLTANEOそしてエボルタネオくん@JohnNich5  Fighttttttttt!@toho00  ファイト！@rickey0105  世界一目指して頑張れ+ ' ！ @sirius_yamada  頑張ってー'  @Ts10315132  クライミングがんば
れえええ！ @miho_kuni  ガンバレ*(°̀!°́)!@kairulove2  超絶がんばれえええええ@hilahilala  頑張ってC C C C @3gaqbpw7yOLtJIr  やったれ@nizimugen  ２年ぶりの挑戦応援してます！無事完走できま
すように！  @10sabo01  頑張ってね) - @missy666666  頑張れ！ @Rojascat24  がんばれ！ @yukongn0108  NEO君ファイト！ 頑張って4 @yasunorikousaka  頑張ってこいやー@timati03  がんば
れ！ @hoshitomo2110  がんばって～！ @49koruchan  記録目指して頑張れ！ @pi_ka_pi_kachu  頑張って上りきろう！@nno0033  頑張れ頑張れ！ @paprikarika22  ギネス目指してがんばれー！！
@ohaohaohhaa  頑張れー\( ¨ * )/@asahina_haruto  応援させていただきます.#.# @yoshiko_buhi  がんばれ！ @yumayumayuyu  がんばれ！@hiromi25462606  ファイトだ' @neko_mao_22  頑張れ
@yamaponn00  ファイト！@yujitaka0205  少しでもエコに貢献できるように頑張ってください！ @yFo0p8PMv8Jmoks  Fight!@M_Knoooo  継続は力なり！ @wAFxhv2kou9NHZy  応援してます
@ocnspaq4  頑張れ/ @ @oioioisii222  大記録達成目指して力を尽くしてください!  @nagisakensyo  頑張れー@lucky4_mk  エボルタくんのパワーは凄いです！ @Cherry_039x77  頑張れ～(ｏ^-^)尸 
@ririri99105259  どこまでも高く登れ！エボルタがんばれ！@kpyknpy  ファイト！ @chatagreen  もっと先を目指してね@PQba8UdT7pYw877  ファイトー！@mocchi_319  今まで数々の挑戦こなして
きた…エボルタ君なら出来る @zOBJwrYctL2UE0v  がんばれ！ @hinatanohiromi  頑張ってーーー@Hanasyu2  ガンバレ！エボルタくん！@HNGD7N2zBMMmoIb  応援していますG がんばれ～! ! %
@kayo_2020  エルタボ君登りきって！@Hi2esZwIjiJ6qtv  がんばれぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ@junjun_nan  エボルタネオくん、がんばれ！今こそたづなをしめて登りきれ！@internetman  できるできるでき
る！@marchesta1  エボルタNEOくん頑張ってねH @naoki73  ファイトー！！@snowman_mkmk864  成功して欲しい！ @SkylinerR154  ファイオー！@ucPJt2grW2vuBBY  頑張れー！！ 
@koyumechaaan  世界最長@hitomi_love2  頑張れ！@_nyoshi  ガンバレ@dHFVzkAC2ENUWF4  記録達成がんばれ！@mameking123  頑張れ！ @hiromicochan  がんばれーー！@bluebir15807717 
がんばれ！！！@ectktk  頑張ってください* 可愛いです0 I 0 最近人気ヤバいですねJ @e4smCAYzuSSXe5g  がんばれK J K @hero017500  世界最長ファイト！ @megane2732  チャレンジ達成を
祈ってますよ@datchan1223  挑戦がんばってね！@MyNameIs_pika  頑張れ！！@Tokuda_Edo  性能の高さが頼もしい！@masaido  エボルタNEOくん☆チャレンジ精神旺盛！@7cDRvT7pESz7Gc2  がん
ばれ！ @oja98020720  ファイトー+ ' @Aym2w1fU2hBOsg5  頑張れ～！ @kotubanfufu  頑張ってー% @kotomint118  NEOくん応援しているよー！！ @jun_wichi03  エボルタくん最後まで頑張って
!" + ,-!+ ,. )$@ayaharuhima  負けずに頑張って！ @hirachin7777  応援してるよ3 @scottkun7  目指せ世界L @volty46  EVOLTA君がんばれーっ！@yLJP2GMrUkHa7cO  ドキドキ！頑張って！ ! @ds2mt 
頑張ってー！！！！！！ @amamamamo7  頑張れ～(!A ДA )! @yosimi314719319  がんばれエボルタ0 @herokoniro  ファイト～！@gnaEeHRmMOl1B7S  頑張れー！@mi_tam757  頑張れ" % 0
エボルタ君 @maroneh88  がんば@mi2451373  世界最長頑張って@hellopain1  EVOLTA君に勇気もらってる！@anco13316205  頑張ってM @etx7oh  エボルタくんならやれる！@tomaakasoyu28  世
界記録ゴーゴー"( *˙0˙*)# ！応援しまくってるよー！可愛いー！キャーキャー♪ @nana07587835  ファイトー@t6lt6l  頑張れ！まだまだ行ける(*`･ω･́)@Rusk_snowdrop  応援してるよー！
@6ahPKjGq2NLvxbM  ファイト"( 'ω' )!@chufakir  絶対成功出来る' @herokiiro  頑張って～！ @kaz2_rin  頑張れー+ '  @batakotoshiro  頑張れ～♥@k1lacus0703  世界最長記録まで頑張れ～っ3
% !  @seina_ruimaru  頑張ってー！ @gakotw  頑張れ"( $ )!@twTxwXgtLkAWzrj  すごすぎ！@bkcbz202farm  頑張れ！！！やればできる！！！@divphys  がんばって！ @annrosey16  がんば
れーーー！！！ @sa_yu830  頑張れ！！@kai82674043  頑張れ" % 0  @nao1230b1  世界最長目指して! 頑張れエボルタくん N N @k00012k_rkk  エボルタくん!そんなに高いところ大丈
夫なの？すごいね～私は高所恐怖症だから絶対無理O 尊敬しちゃうなーでも、手を滑らせて落ちないように気をつけて上ってねーがんばれ@yask0606  ファイト！　@akinokoto  ＮＥＯがんばれ～！限界超
えろ～ @kangetuhaku  頑張れ～ @ks_L1485  頑張れNEOくん@jonahjpn  がんばってください～！！！@8888pepepepe  頑張って！ @shiroXkuro_usa  頑張ってください　 @binaroba4670  成功しま
すように$ @heromidori  間違いなくエボルタくんならいける！@skk25_muu  がんばれエボルタNEOくん！ @fujiko633225  頑張れー/ ε≡≡ﾍ( ́Д`)ﾉ@oniku_niku  絶対登れる！がんばれ！エボルタNEO
くん！ @tattoshipon  NEOくん、頑張れ！@tubokou  頑張れ！ @parsona02  フレフレエボルタ@0111ryu  エボルタくんならできる！！ @nB81vqoKQ8ZpsBb  エボルタ君ロープ登り頑張れー?
@178504923  頑張れ！@1963emiko  エボルタ一生懸命頑張ってください%格好いいぜ' @nMvFoH19TGHJdFp  がんばれえええ！@smhks_22  ガッツだぜ！@skiyaro10  エボルタ君負けるな！！。 
@botarunn  そーれ！そーれ！@skiyaro9  がんばれ@3kPXtNcce187xOy  イケイケ！！@skiyaro8  ファイト+ @7926Va200313  が・ん・ばっ♪@skiyaro7  ファイト@a8avqtajymTC4aV  頑張って！
@tyai_wanko  ファイトー！@blackpink199525  がんばれー！ @totorolove777  応援してます！3 P @hi_o419  ふぁいとー！ @poitonke7  応援してるよ！@osk51634  まだまだ頑張って！！
@RumaRu1221  頑張れー！@uenakaa  がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！がんばれー！ 
@kazusan_2010  頑張れ～#  @Mion0626  エボルタくんがんばれ！@fx4u4UMeU7avO7s  コツコツ続けて頑張ろう！応援してます。@sugopyre  頑張れ！！@kakeboymom  頑張って！
@yasu88211626  世界記録目指して頑張って！ @akisasa1216  頑張れ～G @zelo20tomochika  ファイトー@zyeshika  がんばれ！成功する姿がみたい @Choco_no1_love  がんばれエボルタNEOくん！ 
@meg_masu74  頑張れ！！ @yasutoga  ファイト！！@mqfwb8wFXDbo70w  頑張って下さい！ @yuri96643070  エボルタNEOくん、世界最長目指してファイト！！@Buck_Dharma  頑張ってくださ
い！！！！！！！@yukiko_ov  頑張るんだよ！ @FA7oYNQYnlh8BrD  エボルタくんfightです。@eujIKX7tvp614F4  (*•̀/•́*)! 00がんばれー@No_hatena_  最後まで頑張って欲しいです！応援してます+ +
@jia_13_  がんばれNEOくん！ @bHoEb9Th7o0psQh  頑張ってね！応援してるよ！@DudW0mkhc5ROcxH  最後まで登り切ってね@bububribri  がんばれ@kimichyan1126  ガンバレ！！！
@highlightnight0  自分の力を信じて頑張ってください！！@mRHo19u6uOQBGlW  がんばれ！絶対にうまくいく！@orangegirlby  上へ上へ！頑張れエボルタくん‼@un05tr  が、ん、ば、って、ください！
@yukatikou  頑張って！@Airplane_Studio  みんなの夢を載せてがんばれ！エボルタくん！@sakusakuichigo1  頑張れ！ @tono0831  エボルタくんファイティン！！！@xoxo1_ri  君ならできる！エボルタ
NEO君！@sayonarayes  がんばれー！ @rikurikuusagi  素敵なチャレンジ@kmmr_tks  頑張れ(∩́∀｀)∩1 @twinkletinyaibo  頑張れ@1997Mihopink  絶対登れるよ！がんばれー！@Torakuma5  がんば
れ！@chokusenbancyou  がんばれ！@richmilkpanna1  がんばれ！！！やれるよ！！@hiromiyorin  頑張れ@watabe62142944  頑張れ頑張れ頑張れ@11711mimi  エボルタくん応援してるよ#
@x_o_ari_o_x  エボルタ君！頑張ってくださいね(*!1"*)@hsy3524  家族みんなで応援しています！ @OHgWrtLWKCubMQP  世界最長がんばれー！ @two0one799  がんばれ！@yu0x0to  行け！エボルタく
ん！@wfdJjamg  がんばれ!!がんばれー!!　@PuvTeXUzMTk7gWX  がんばれエボルタくん！ @piraniapi  頑張って！@risu51707209  頑張って下さい+ '  @chocomint005  ファイト#
@akkachan0821  頑張れ@yIWq1MZeHzhfihP  頑張れエボルタNEOくん(ｏ^-^)尸！ @masamiminnie  頑張ってね！ @Td3Nni6Vftj0kt2  がんばれ$ @YTNG1QQsFz9Uki7  がんばれ！ @tinnytinny25 
エボルタ君　がんばれ～@to1529ta  ファイト' @eWAWFh98wfnN98Q  頑張って！ @manzokumanpuku  エボルタくん頑張れー(*́∀｀*)応援してるよ～Q  @irk37681445  頑張れー(⌒▽⌒)@k41mi 
NEO君まだまだ行けるよ！頑張れ～！@Sakura88715965  エボルタNEOくん、ガンバ、ガンバ、ガンバ@tsuji71  ファイト♡@kentychans  がんばれー @jyaaaa  がんばれ！！ @yjk96077334  イケイケ
登ってのぼって！@oyutak  頑張ってね@smcmama  頑張ってくださいI R @sW50V6CsXKSmHcW  エボルタ君& 健気でいつも応援したくなります" ( 0 @Nekopyon2013  これからも頑張ってくださ
い！@naunow123456  頑張って！@mirahuzi  あきらめるなよ　ここに応援メッセージを入れてね！ @yegskyk  頑張って！@KKNNE  頑張れ！頑張れ！ファイト！@gk484572  世界最長クライミングチャ
レンジ! 頑張れ～% ! ⤴⤴3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 @_happy_aqua  頑張れ！@rockruriko  頑張って" % 0  @EGdfOQtRBKTq3mZ  かわいい- が
んばれー！ @7696narukuru  登れ！@eaglekatsu0529  がんばれ@chipurinn  頑張って下さい！！！ @Ochayasan2020  ファイト@shirokumacar  頑張れ@siro_cn  頑張れ# @napanapayi979  頑張れ
K J K @otyanoumi  ガンバレー@kuwabaratoshi  がんばれーーーーー！！@sakuro128  頑張れー！ @naaxraa  ファイト一発！ @flyingkiyo  頑張って@BhCrx  ファイトA A A  @kckckckp  頑張れエ
ボルタ！ @tandm77711  がんばってね@girl_harikiri  世界最長がんばれ！@makimaki11523  ファイト！←頑張れエボルタ！ @shinji0112  ゴーゴー！！@masumi20658388  がんばれーがんばれーB
@WHNTp31LVHDkI8i  ガンバレ！！@amNoslooooove11  いつもCM見てます！頑張ってください！！@Rk48420978  頑張れ！@kinako_kensyou  成功を祈る！！ @waotota  頑張って！
@Bny5AqmARkKvE40  頑張ろう@hahihomi  がんばれ(∩́∀｀)∩1 @aibo626  頑張れEVO@ozshide  頑張って@ph_tk01  がんばれ@hello_apink  ファイト！！@waaaaanya  行け行けー！@178mikan
負けるな！@8noMusashi  エボルタくん、最後まで諦めないで頑張って登りきってね！@t_g_w___  頑張れ@naccannakachome  がんばれ‼@sugi703  ファイト！ @kyta22172 
NEO君なら絶対に登れる、頑張れ～！ @ZzWirZ7DpSsl5O5  きばれ！@jotam0128  頑張ってエボルタNEOくん/ @huimei94261877  頑張れー" % 0 @robinribu  頑張れ
@eSDj6veE1T7VeuK  超がんばれ@oNBuLbufnTrauIs  がんばれ！ @n__o__k_  NEOくんがんばって！ @bbb11904553  頑張れ頑張れ！あと少し！@manamanakai  がん
ばれー！！！ @KOTO72595819  ガンバレ！！@soukyusigure  頑張って！@ryoyoumeme  GOGO！@tengusan6  がんばれー @k_kunoa  頑張れ 長持ち 絞り出せ
@ipolanitako  NEOくん頑張ってほしい！@tyonboko  がんばれエボルタNEOくん @ZLhwn  エボルタくん、自分に負けるな！@ku774ma  エボルタくんなら　出来るS
@yuki27247948  頑張れ @tewrrb  ガンバレ@iminekein12  がんばって！@dpso_u  頑張って！@hikko92  がんば@_onemunemu_  ふぁい@mashbooy  生放送頑張っ
てください@youyouyouyou197  世界1を目指して頑張れ@P7UjiMfkVFdUPwO  家族で応援しています！@sweetandsournoe  記録達成出来ることを祈っています！
@622Youki  頑張れ) 6 @renroku66  頑張れ！@sakuramoon39  がんばれー@nakama_0131  頑張って# @464650726  世界記録応援しています！ 
@eQSbUjxKXgPh9Qh  頑張れ！ @ange_ERN  がんばれー' @mn_qv  がんばれエボルタくん！！！@kumatarohiroba  ファイト～！ @yuka_shufunikki  頑張れ～
＼(＾o＾)／ @wa_shigre  がんばれがんばれがんばれ @hi8wasyoi  信じる者は救われる &@225Fman  天まで登れガンバレ！エボルタNEOくん @ohno1943 
gogo@KantonHokay  行け行けGOGO!@kokikokikakaka  このCM大好きエボルタくん今回もがんばってね！ @otowa77  がんばれっ @04Gahahag  がんばれー 
@9lhWqCo90PEZK2t  頑張れ！空まで登れエボルタNEOくん @ohno1970  NEO君、頑張って！！@ROBINROBINROB  がんばれ@KENKO1F  頑張れーエボルタ
NEO@tokotoko36papa  頑張れ+ @abc543abc  がんばれ！！@penguinsanx  毎回すごい 今回もがんばれ！ @Takaaki854  頑張れ！ @sirius521  頑張れエボルタ
@kaizaekkusu  ファイト！ @G3CumsUqcLpHjYb  楽しみ！良い結果になります様に @0815Manma  あなたなら必ずできる！@momoko20233730  がんばれーT
T T @mrk108110831  エボルタくん頑張って" % 0 @106Dears  期待していますね！ @diamondred44  頑張ってーーー！@MREVQpQh3myi1Lv  エボルタくん力
をだしきれ！ @pinkdia23  がんばれ！世界記録'  @bluemagic1021  うっしゃ@24sa31da  ふぁいと@oshichanz_osd48

02/42



頑張ってくださいね！ @molamola631  がんばれ@ms_a_skd  頑張れぇ# 成せばなる@Y9RqMAg4RgodPE2  がーーーんばれーーーー！！！！！@Te70zaz2Q3Gmp1a  最高記録見せて！頑張れ！！ 
@Fuku97083939  がんばれ。@kens12112  頑張れ@lululunrun  全力を出し切れ！ @elmokun  宇宙まで登れエボルタNEOくん@ohno1967318  fight！@omaegairu  がんばれ！@fJtxO22QingFdkJ  あ
りがとう@turizukiayachan  エボルタNEOくん頑張って！@1iPhVBldFQSTdrJ  がんばれエボルタくん！@okshin817  がんばれ～！世界記録！ @ataruhazu111  登りきれ～@3XJilWIfNwn1Apc  もうちょ
いだー！！@B3RdTzSERNV26zW  ファイト+ U  @yuyun_777  がんばってください! @wakonosuke100  がんばれー@Yuto092513  がんばれ！！ @mikemike_k  頑張って下さい。@jinraiger_staff
頑張れ！@aKfLxaUNGnRSh8z  エボルタNEOくん頑張れー！！！! @2Yypz2  ガンバレ！ @olafbrothers  応援してます！ @aramika12  ファイツA ！ @y1111841111y  目指せ世界記録！ @com0826 
頑張って" % 0 @VentMoi  neo君頑張れ―――@ikusun3  出来る！頑張れ！ @mouvait15  ファイト @nekonoshimakun  エボルタNEOくん頑張れー！！ @datemaki777  頑張りなはれ！@m_fuji_jp  が
んばれ！ @T80DCGu5VUyhkZH  "( •̀ω•́ )$頑張って！@mami_mu11  小さい体で力持ち！！がんばれー～@rain86415298  がんばれー！応援します。@tanntann084  ガンバ！@tetoteni45  頑張れ
@tetoteni  頑張って！ @koitou_brock  頑張れ@macoco24  がんばれエボルタ！チャレンジ応援しています！ @crea8787  ファイトォU V 4 @hawkscookie  がんば！ @K_Niku  頑張って！
@ZosX23WV4NSk0nt  頑張れ！応援してるよ！！  @kingkiyo0920  がんばれーーー！ @bonkutanomoushi  頑張れ@kuu063  頑張れ！@HoFBCEEDnyeuj3X  頑張ってね応援してるよ！@L5wUx  頑張
れ～！ @pom79kana  ファイト@nnoskeion13  ファイト一発@ponkotumantan  小さくてもタフ！頑張って！@snoopy_1100  ふぁいてぃん！！@daaaaaaaako  ファーイト！ @ciMAzcemcqbcVcR  ま
だまだ登れるよ$ 頑張れ～( @sken3014  ガンバレ@tomoti09261023  fight!@madder61213913  がんばれ！@misa_15_51  がんばれ！！！@ChBuhibuhi  頑張って！@yurika07641819  頑張れ
@K239501307  ファイト@exit0115  がんば！@kumi_d  頑張れNEO君　ファイト一発！@1iE69dzf7dzfR4q  エボルタくんがんばれー！！！ @aiyutakajaga  いけー@yakkoyana  世界最長のクライミン
グ、頑張れ～エボルタNEOくん！！3  @yui_cream_  新記録目指して頑張れ& @shoko_rume  頑張ってくださいA @ngikaitsukimiX  ファイト！@dra1moo  頑張れ！！ @2one_song  がんばれ
@U5bUS6Z8lp1tRNm  けっぱれ！@snusmumriken_89  がんばれF ！@sayasayasaya223  エネルギーを絞り出せ！@y5ZbnqusjqGKDhP  頑張れ@mendako0915  エボルタくんファイト'
@ColorSae  頑張れ！@ha0619mi  go! @honeypooh99  がんばれ！@kobulatte_52  頑張って@firstZwin  頑張れ！！@h_uggg  いつでもチャレンジを続ける姿に勇気をもらっています。 @ebecame  世
界一キープがんばってね! ！ @sma7377loto  がんばれ@mariaya16  ファイト！@eaglesbear4  エボルタ君パワーを送ったから受け取ってくれ！。君ならできる！。 @Ikuji090  もっともっと天まで上が
れ。 @chiba_wankoro  まだまだ行けるよ！ファイト！@ME7635  頑張れ！@yoshikazu1626  応援しています！！！！ @kurimshichu  いつも勇気をもらっています！がんばれ♪@D9s0ErKZKFXyVRr  頑
張って！ @haruchu168  エボルタNEO頑張れー%  @tanukichichan3  (●'д')bﾌｧｲﾄです！@apupuapupunapap  がーんばれー@0529aya0809  頑張ってEVOLTA！！負けるな！EVOLTA！ @kskmikan 
頑張って！@ma_sodane  今年も頑張って記録にチャレンジしてね！ @nonbirihipuchan  がんばれー！頑張れー！応援してるよ% @kuma33_6  ふぁいと！！@ranranranko2  ファイト～！ @ume08880 
全力支援！@achasii  世界最長目指して頑張って♡@rin63235416  電池の力は無限だよ！がんばれ！@naominao703  がんばれ@masu1234561  NEOくんfight！！！！！！！！！！！@miyuguruto  ！頑
張れ、エボルタくん @kazszak  世界はあなたを待っている! @eryu_doping  頑張ってN N W @chan_tokage  がんばれ！！ @shinkun_mama  頑張れエボルタ# @pine_wing11  がんばれ！@qn_np323 
頑張ってください！ファイト！@Kou1979Rock  がんばれ！がんばれ！@nodonodo66nodo  がんばって！@Kaz_kaz_0  頑張って！@olncit03  頑張れ@koala_wombat  目指せ！世界最長！！
@mini_kenpa  頑張って‼@tomo39684946  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  健気に頑張る姿 感動です0 ！ @rKMR585utOfLBwh  NEOなら出来るー！！@erieri3282  がんばれがんば
れ！ @parutanseijin8  頑張れー！応援してます*\(^o^)/@pino287810682  ふぁいてぃーん@jeank0704  新記録期待、頑張れ!@0G2QEG6LjhTLa6u  頑張って！@kiwi0122  エボルタNEOくんならいけ
る！！ @mugifumii  変わり映えのない毎日に刺激をくれるイベント！楽しみにしながら応援してます！@KaomojiJapan  がんばれえええ！！！ @Miii___po  がんばれー！世界最長できる！@yume215113 
がんばれエボルタ君@kenshou0816  今年も頑張ってね！ @825825825825  頑張ってください。！ @deepimpact7kan  頑張れエボルタ君/ @of22o2  頑張って@kaz_815  上を目指す強さを、その喜び
を、みんなに届けて！ @Cuffed_  がんばって！@sumire_eri  電気の力がどれ程のものか見せてくれ！ @studio_bibily  頑張って@wt7vbfGb6D9SvFj  かんばれ！エボルタくん！海を泳げるのだからきっと大
丈夫' @maaaachaaaan007  頑張れー！ @kanazairu1  GO GO! @mojakoga  ファイト！ @nori_sukesan  がんばれ！@sakura201110  頑張れ！！@shin5kita  エボルタ君頑張れ！ 
@OJBKiCEZvnGORKo  エボルタくんファイト！ @dorayukikun  がんばれー@yoyo26287406  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  頑張れ@yoyoyo393939  がんばれ！@twilight_rock  今回
もがんばって@torottororo  がんばれ！やればできる！ @yECHB0YNVOkgG12  頑張れ" % 0 @wamirimo  頑張って@saefis33  成功を祈ってるぞ～！！@4aurora7  頑張って下さい！
@ce1Sl1JlPaQ38D2  頑張って！ @proudmauloa  がんばれっ！ @2nya__nya2  がんばれ@3Cqlh  エボルタ君がんばって！！@mukudon1028  エボルタNEOくんなら、いける！！ @mariuno201604 
NEOくん頑張って！！ @mochikomochiko2  2歳の娘はエボルタくんが大好き。家族みんなで応援してるよー！@yomogimochi5656  がんばれがんばれ！ @IkeMm2011  がんばれ！@XlMSTYLE  応援して
います！ @VWZQUGNm7W3t0TT  がんばれ！！@mie3330  応援しています！ @yunaokenta  ファイト@papamarupapan  応援しています、頑張ってください。@NEWS94217289  頑張って下さいね！ 
@0471532097a  楽しみです。@osahatu  頑張れ～～～！！！@goldenengel222  頑張って！ @tomom2001  エボルタ、頑張って@bigtaddykane  頑張ってください！ @milky_8787  エボルタNEOくん
ならやれる！しぶとくガンバレーーーッ！！！@_mizou  エボルタくん、最後まで諦めず、頑張って～$ @haruyan0912  がんばれー！@merununchan  頑張って～！ @roko1212  大気圏まで昇り詰めろ！ 
@mutotu1976  頑張って、エボルタNEOくん@38e05bf8ccfb4d9  頑張れ！ @mikit1021  頑張れK J K @honeybear072  頑張れ！@A_F_0722  いけ、いけファイト4 @Yukari01017277  GOOD 
LUCK4 @lllolllolllo  がんばれ～！ @MINT33mint  FIGHT@lllolllolllo7  なんとかなるさ@naotonton7  がんばれ@N11071236  頑張って！！応援してます# @A3N7N3U3  エボルタ君1111m達成応援して
ます！！！頑張ってください！！！@stnrni  エボルタくん頑張れ(*^^*)@mzh50606259  頑張って&@kt252598  頑張って @goodspeed7676  コロナに負けず！@OOKAWA60863201  頑張って！ 
@sachik1214  がんばれエボルタくん！がんばれエボルタくん！がんばれエボルタくん！ @DoitPCSchool  がんばー@goldenitou  ファイト！ @marokennsyou  頑張って下さい！！
@8888Tsubame0000  頑張れ@nwTPAegEy9mcp7M  エボルタくん、頑張れー、応援していますH H H ！ @matiruda0218  頑張って@JackBoy49     頑張れエボルタ！@ki74335064  長持ちですね0
@QBxmnZIjcXpUWFA  やればできる！@CIMATYPE2  ファイト&@kt1851  がんばって～ @artith111  頑張れ！エボルタ世界最長叩き出せ！ @satomu4912  ガンバ@minto55siso313  頑張れ！ 
@wushi0314  最長不倒だ！頑張れエボルタ！ @sadamasa2565  頑張って！ @sunumarushoji  がんばれ！！！！@rrrrarrr  成果を楽しみにしています!!@zcDuDCsy6b9ZpbI  頑張って！@line_ley  チャ
レンジ成功祈ってます！@akikkkk  頑張れ！@jKMqG1rUxcWDuVd  もう少しだ。頑張れ！@ykF9L5LPBSJJrsm  頑張れ！記録が楽しみ！@euB0g4irQfeeScD  コロナに負けず頑張ろ
う!(^^)@8CnUsH5H8F85U1t  GO！GO！エボルタNEOくん！！@fujinofukurou  持久力高めていこう!！@yoich17  頑張ってね@arinnkosyufu  頑張って@marry20100410  行ける！ファイト！ 
@pyontiki2  頑張って！@Garden6232  ギネス記録を達成し喜ぶエボルタNEOくんをこの目で見たいですX 頑張れ～！ @UknLvuxR6UvfUrP  エボルタくん、いつもおもちゃで大活躍！ 
@hwYc91LA5LQDGH1  ファイト一発&@moku3851  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ@miumama1979  ネオくんがんばれ！@mireihanashiro  がんばれや@cyuu3cyuu3  頑張れ！！！@KinnikuThatcher  頑張れ$
@kotukotupoikatu  登り切れエボルタ！！ @benikichiguy  がんば！ @1NKsqCjmPBuz9XL  がんばれー！！@mm_chel77  がんばれええええええええええ！！@pinsaku_ma7310   ファイト
@NOAH0704  応援してるぞ！ @yodoja  がんばれエボルタ！ @tamarumata   頑張って@mmnnnyuu  クライミングガンバ！@mariko03273  無心で登れ！@HommeIkumen   落ちずに登れ、確実に
@komanndosuga  頑張ってください@penta3851  頑張れ！ @mrmk67  子どもと応援してます！頑張ってね@tOSMmQ4oD15B97A  頑張れ@chihaha2014  がんばれエボルタ君！後もう少しだよ！
@q7uSj69lG8KZ5eV  どこまでも@  @t_imobi  エボルタくんならやれる！ @Aisumamamaru  フレーフレー！エボルタ　頑張れ、頑張れ　エボルタ応援しています。 @JkvuBzWM1UyXr94  新記録出ます
ように @nenenege  最後まで頑張れ！ @ysk_ngo  ガッツだぜ　エボルタ魂@pplEL8xMWFdRR47  やっちゃいな！エボルタ！！@Gogottu  頑張って&@ley3851  がんばれ！！ @maru_kisa8686  頑張っ
て！@Ah8FyIPQ53t0u8Z   がんばれー@l8BSiyS85NxxWIa  がんば！@chan4177  超えろ1111m@kz4_riko  ファイトファイト！ @hamakawa1028  ファイトファイト！ @hamakawa0731  頑張れ 
@Zenitsuraimei  エルボタNEO君! 頑張って登れます様に(｡-人-｡)@kawaiimairo831  エボルタくんが登り切るとこ楽しみにしてるからね！4 @Kanon_lucky  がんばれがんばれ@sakuradai_jiro  楽しみだ
ぜ！ @0029_shiitake  電池の力でどのくらい高く登れるか楽しみ！ @T6559  まだまだ登れる @newman_jp  頑張れエボルタ！ @LaniHawaiik  応援してます。頑張れ！@t_tao  NEOくん、ファイト！
@waniwanis  頑張れ！ @meppl221  やるしかないよね @erufu0229  がんばれー@getpoint_today  がんばれ～！ @jack14857546  エボルタ君がんばれ@nymnym_ch  こんどはクライミングですか！記
録突破！がんばれ！@kensyo_tousen  すごいね!@hakujoh1960  がんばれエボルタNEOくん！@kt252598  最後まであきらめないで@Tomakomai12  頑張れ!頑張れ!@nanaironosora32  応援！ 
@kyo100kyo  頑張って！応援してます！皆でコロナを乗り切って頑張っていこう！@jraturfy  ガンバレ！@freehoshixxxx  fight. @leoleo5555  がんば@zvlwYZ5QxlFNvE4  応援してます！ 
@miki2022miki  ファイト！@BasaraTown007  可愛くてタフなエボルタ君頑張れ！ @hidekoyousou  がんばれ、期待してますね！ @naoko05767534  エボルタくん頑張って" % 0 君なら出来
る!!!@kawa47475386  頑張って！ @kietim  乾電池の力を見せてやれ！@79384  ガンバレ！！　@mokichi1201  エボルタ君のチャレンジは、毎回楽しみだね。@ZS2O3yFzxlsO6jX  応援しています！ 
@pinkchoco22  頑張って@iZrIe8PbA7bPMxx  いいぞ@upbxNF2b6IJrb6c  チャレンジ成功しますように！EVOLTA NEOくん頑張れ～‼ @sasakimayu4  楽しみ@Y2OJp3ovmhf61QB  エボルタNEO頑
張れ!@4048zinryo  がんばれ@BoiHZoDEJ6wnTNv  がんばれ!@7vM2LJ71rLNubmm  心から祈ってる!負けるな!@acco_acc  登りきれ@kuroshirokibi21  エボルタ君世界最長頑張れ～( '
@panchan_zetton8  がんばってね！ @makkie_chan  頑張れ' @wagashi_daifuk  がんばれー！@hakuya3737  がんばれ！@animmado  ガンバ% @UMtX5wr5nAlSnpD  エボルタ君' 最高記録頑張って
ね8 P ' ！ @meronpanda_2230  今回も応援してる！頑張れ«"(*́∀`*)#» @sakua_asuka  応援してるよ！がんばって！！ @ume08880  頑張ってください@BbSt5wT8yX0hQcg  がんばって！！!
@ajtajt369369  がんばれ～3 @espejismo522  応援しております！ @train_ringo  頑張って"(•/• ")fight!"!゛ @miyu59miyu59  世界最長のクライミング！見応えあにそう～I 応援しています!
@krkrkpmjn  エボルタに期待☆ @yukinachan0302  頑張ってください@723__   がんばってね@0Nw0E1dIZwo7vem  頑張ってね@Y7Ttz0TvnRKDRan  がんばれー！！！@aki01053  ふぁいと
@Yomogi0501  天まで届け！NEOくん頑張れ！ @harurinrin  がんばれーーー！！！@leo_fly_fishing  頑張ってね！ @Rn8hWg2fk5DVEjD  ふぁいてぃん@momotabetai315  (!•o•)!＜ﾌｧｲﾄー@r182923
ファイト@rururu1237  エボルタくん頑張れ～# そして、関わるスタッフさん達も頑張ってください+  @momonokensyou  今年も期待してます、ガンバレ！@satiko415sakura  ファイトです(^ー
^)@maki_819  ファイト！@chilla42030201  頑張れ@SuzuhanaSuzu  頑張って下さいヾ(*́∀｀*)ﾉ@toshipile  応援しています！頑張って(  @emimamachan  NEOくんガンバ! @To_risugarini  ふぁいと
おぉおー！@nyan2_gao  頑張ってね！ @kawausokun16  頑張って@176natsumi  ファイトー！@MarineBlueCandy  頑張れ) @ @nonuronu  世界最長のクライミングへの挑戦！エボルタNEO君の挑戦
する姿勢にいつも元気をもらってます！今日は私がエボルタNEO君応援するからね！頑張れ'  @Kokoroni117  がんばれよ@draeuro  可愛くてつい応援したくなっちゃうよ！頑張れ‼@kakimamachan  が
んばれ！@otokunilkitai  頑張る姿がかわいい！@seraseeda  やればできる@yama2333  ファイトー！！@rapu_09na  ファイトー！！@mariri09270  頑張って！ @je_lu_  頑張れ("!•̀Δ•́)!@yuk_aYumi  
ファイト！ @yykkyykkyykkyky  (*•̀/•́*)! 00がんばれー @tonkatujp  がんばれーーーーーーーーーーーーーーーー@ririri_sea  頑張れ！君ならやれる！@m7o7k7a  Go！@zudah0001  エボルタさすがです/
期待しています/ @7aD7J5NOBvCguRf  頑張れ@m7o7k7a  ファイトー！@imonon555  エボルタ君　ファイト　応援してるよ@taka14tomo  がんばれ@17tsuna  evoltaちゃんファイト！！@0isieoyaki 
頑張れ＾＾@RIKACO35625830  目指せギネス記録！@Oppai_Daisuju  がんばって！@knsrk0520  がんばってください@B5mHNDOSs6VapAt  頑張ってください。@hanabi060807  がんばれー！
@hoyamanami  ふぁいと！@a_ta_re_  頑張って！ @coffee_Pudding  今回もきっとやってくれるはず！@ad3pkg  ファイトK J K @sayaka23  世界最長目指して頑張れええ！@figaro2673  ファイ
トー！ @ao1336  いつもいろんな挑戦をしているエボルタ！今回も頑張れ！@aquario501111  頑張れ～！！！@yakk2024  ファイト！@l4lq8HWgUQNvoht  最高@ISKcsVo5D5o0qI1  エボルタくんがん
ばれ！ @deagjt  頑張れーーー/ @aoi708neko  がんばれ！！good luck!!@kagpndwjtga  楽しみです@gwIIBMmAKS34RoV  すごい！@apidayo08  エボルタNEOなら世界記録をきっと達成してくれる!頑
張れ!!@Yu57317720  絶対できる！@HadOnly  世界記録目指して頑張れ!! 達成できると信じてます!!@VegetaRhythm  がんばれーーーーっ！！@yuyuki85113590  You can do it.@sachiboom  エボルタ
頑張れ！ @inainayoshi  がんばれー！@0m0chi_san  達成する瞬間を楽しみにしています！！ @Gcodemin  ガンバ！ @wAFxhv2kou9NHZy  頑張れ!@kazeno_nioi  いけいけ！エボルタ！@mam1e_ta4 
できる@shousecond7  エボルタくん、頑張って！絶対できる！@ken_otochan  いつも応援してます！ @mido_mama  毎回凄すぎエボルタくん@aladoalado24  エボルタくんがんばってT

@hakufu89212  ファイト＼( 'ω')／@K60839116ad  エボルタくん頑張れ" % 0 @hANbIy7uqHGwJ9u  楽しみにしています！@Clairvoyant5211  がんばれ！
@hapinatu4168  チャレンジ頑張ってください @puyonmarumu  頑張って@masa29126  がんばれー/ @yes_yes_gloria  コツコツと楽しみにしてます @aoi_sora1  がん
ばれ@mari161206  頑張ってね！@R2Uwh3T67rUPFNB  今年も期待してるよ～@shi77789te  がんばれがんばれ！ @BENKEI0401  ファイトーー！！！@eringi___mint 
ロープ登りがんばれ！ @yafyaf555  1111mも登るの！？凄すぎる挑戦F ! が、頑張れ…！！！@ysd8_kj  がんばってください@Torurex  がんば！
@SdslLuNex95f2so  fight/ @kimichan0221  がんばれ# @_fu_sen  がんばれー！@kazu1975kenken  ファイト@mari161206  きっと大丈夫 @toy39  がんばれ
@sun1933shine  がんばれ！ @uratX0Cr8gRV5eu  ファイ！！@chikuwa05  がむばれ@0d0m1  頑張ってください!@minidora_24  応援しています！
@shortcake1515  君ならできる@mi2451373  がんばれ！ @west3254  応援してます！@PekoPekovie357  上を目指せ4 @Nobita_Kun21  応援してるよー！！
@x_o_ari_o_x  12時間生放送頑張ってください«"(*́ ! `*)#»@ochamenasemon  頑張れ！@miyakonosiika  日本代表！頑張ってください！@1259kt  世界最長！
@tomatototo17  世界記録Y がんばれー$ @maa87057028  ファイトK J K @twinkletinyaibo  頑張れ' @yutankazu  どんなチャレンジも健気に頑張るエボルタ
くん！今回も頑張れ～@NewYorker_11229  頑張れ！@ha0619mi  頑張って！@tktktk153  頑張って！@coro_coroko  がんばっ@yuamamann  頑張って
@mariaya16  頑張れー(⌒▽⌒)@k41mi  エボルタなら出来る！！がんばれ@mikotan21407347  がんばって！ @kinu711  頑張って@nyankonakuma  成功すると信

じて子供たちと一緒に応援してますよ(/･ω･(-ω-)(･‒･) \(･#･)/@suzuemon0000  ファイト# A @akkachan0821  成功します様に(≧人≦)@hasuringo  ギネス
記録期待している!!@yukemuri_exp  応援しています(^▽^)/頑張ってください♡@GREEN_CAMERA  がんばって！@shinaxy  がんばれ' '

@snowgirl19781  頑張れーエボルタNEO！ @pinkoko  頑張って！ @kyonshimada  E がんばって～E @hamuichigo9  がんばれっっ/ @togaritogari 
頑張れ！@design_EMI  1111mがんばれ！！@marom_trialid  今年も頑張ってね！エボルタ君@zerohanraider  頑張って！@1ko10chan

03/42



長時間がんば！@aOeTYnfwE5kh9EZ  頑張ってください? @shizurumoe  エボルタくん頑張って# @maimai1215s  いつもNEOの電池使ってます。これからも頑張ってください@865e5Sfca0DAhNi  ファ
イト@kiraRoSe70  頑張れ！@seals1229  がんばってーーーー！！@xxxxaaaaarixxxx  ファイト@kurodafuulin  がんばれー@misopotamia65  ガンバレ@rossikun  え、すごい！頑張ってください！
@lovaaa_yagi  ふぁいと@retanri1919  がんばれがんばれﾟ $2 "( ‘ω’ )! $ 2 @diet_465  エボルタ君今回も応援してるよチャレンジ成功しますように♪@_mchan  君ならできる。信じてるね！ @yakisimaaji  
がんばれ！できる@v6_pb  がんば@dize_secand  応援するよ @masa3373masa  がんばれえれれえれええええ！！！！ @ApexMioChu  エボルタ頑張ってちょーだい!！ @1117yukimaru  到達できますよー
に!!@mimi555invest  がんばれー！！ @Asantomousimasu  エルボタ頑張って！ @hirohiropyon  ファイト!!@DORA101000100  やるしかない！ @urawa_99  ファイト@t_makimaki221  がんばれ！
EVOLTA_ROBOT君ならできる@1banshibari_tym  がんばって！ @clearwater8435  がんばってー！＼(^^)／ @merry_merryroad  エボルタNEOくんのチャレンジ応援してるよ！@ippansyaryou  ガン
バー！ @178mikan  千里の道も一歩から！ @nekomama819  がんばれ@kmmr_tks  頑張って/ @skrvm31  可愛くて大好き! @122404_am  頑張れ@greenyone000  頑張れ♪GOGO→→→→ 
@mxxxk_0_0  がんばれ！@halfwaygannbaro  頑張れ～@tettin_  全身全霊で応援してます！！ @pBhqI0cuGgp4Lzx  頑張って下さい。応援しています。 @tomopocca  やれる。応援してるよー 
@sachie135793  最後まで力尽きないように頑張って' @raym092320  目指せ、世界記録！ガンバレ、エボルタ君！！@otorasann  頑張れ～！ @love24k24  絶対達成できる!@wY4obTMavh2Pfi0  頑張
れ @xxxxcynicalxxxx  頑張ってね！ @u_tan1214  頑張って* @hrk_33322  世界最長チャレンジ凄いー！ @__luckysan  頑張って@aiko0301  がっがんばれ！ @flumce  世界記録、達成できますように!
頑張れ～# %  @TanabutaDreamer  世界記録頑張って！ @0udon2  がんばれー！！@lightwell_jp  記録を出して　ガンバレ@nenenege  がんばれ@g098980g  応援してます。エボルタ君　11月7日頑張っ
てください@maachandesuyo  1.111m頑張ってーJ Z ！ @Yuppy0314  ガンバレーー！！@nittokacho  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  世界記録達成' @ponmama24114279  + 頑張
れ！エボルタ君！ちょうど今日、単４電池買ったからね！我が家のパワーもチャージ！！#  @nobivkenko  がんばって* * * @isosou  頑張れ～3( ॑! ॑  )$!*@mai2ran4  がんばれ！！！@hi_ka_ri12117  ガッ
ツで頑張れ！ @ClPE30Zi6QbLP7V  頑張ってー！！@pinipinipinika  頑張れ～ @0502_mirai  かわいい！ @S1qlJA6yiCmBmsv  世界記録がんばれ！ @ume08880  がんばれ@FAyWbWwn7697Cr6  がん
ばって@kumi0071  応援しています@chiroru4400  がんばれ～！ @ann120yossy  頑張って@nlovem5  健気に頑張ってるよね。@kuebico  エボルタくん家族でチャレンジ応援してるよ！ 
@fujipon070125  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  がんばれ@DAmU0qEOo1U1abU  FIGHT @masamasayuki_  ファイト！ @lotta_cafe  がんばれ！ @marina38057029  ファイト！ 
@risu_usagi_  ガンバレー！ @okada_0kada  ファイトです'  @1qzZ3I0OBxwvZMy  がんばれ！ @nori05243  頑張れ！ @ahitokira  ガンバレー！ @gviN0y0ppTDQdH9  頑張って！ 
@ZosX23WV4NSk0nt  がんばえー！@kawasak69570455  エボルタNEOくん　家族みんなで応援してるよ　娘がエボルダンス大好き！ @fujipon070125  エボルタくんがんばれー！ @RelaxingSloth 
FIGHT！ @lululunrun  可愛くてすっきー@nnnppp_68  いけー！NEOくんんんんんんんんんん！ @no00409  がんばれエボルタNEOくん！ @huziminohiro  小さいロボでも力強い！ @tamakodora  ガンバ
レルーヤ@o9xksUFNB5amPMN  がんばれ@becikobeciko  ファイト@INFLuX999  ファイティン！@kawakamyuu  頑張ってN @35ljdGVzqQm94Re   エボルタくんはいろいろチャレンジして凄い！
@fun511  頑張ってね！ @hirotanpanda  おーいえー！@kangaerukan  頑張れ！@oSVnfo3WzEEvkMA  がんば！@masumi20658388  登れ！@eaglekatsu0529  がんばれ！@smith_tttt  ファイト！ 
@solm_lunaw_sol_  ファイティン！！"(^‿^)#@jSGsySYi06cQ5lU  ファイト+ @dTx9v0LnYWZ7bbN  チャレンジ頑張って" % 0 @horingring  がんばれエボルタNEOくん！ 応援してる! @puccipoipoi  
頑張ってね！ @ichikawa5963na1  ファイト# @RwtRneHZCPKPG50  頑張れ！@support_egg  ganba@MamiSetsuna  ファイト！@JqBmZoxJ4Tg4gZk  頑張れ+ @robinribu  頑張れよ@abeta0830 
頑張れー@uhouho225  やれば出来る！@bowzuyama  頑張って下さい！@sabasan333  頑張ればできる子！ @mj602tm  世界記録すごい！！@asamin01618039  ファイトファイト！ @hamakawa1028 
がんばれ@MasazumiOogaki  応援してます！@pons5812  エボルタくんファイト！@jacky02111  ロープ登りがんばれ！ @p06do  頑張って下さい！ @jmdgmat  ファイト！！@Jnme9jwtsxyxhMI  がん
ばれ@azumamarcha  ゴールまで頑張れ！@nzFoDDaEclGKSHP  無理するんじゃねぇぞ！@nechatbleu  頑張って！ @annrosey16  応援しています"4$@michan_4u  応援します！！@papipapiegg  世界
一@uebou1  エボルタは神@0iklk4DS2QLxcqw  ファイト！@jinseidawasa  最後まで諦めずに力を出し尽くして @nakdesu  頑張れ @wamirimo  頑張れ！！@ponsmiso  がんばれー！@matu_yama_  目
指せてっぺん' ！ @TOKYO_MOOMIN  頑張ってー+ J + @abc543abc  がんばれ！@QsVMjnz95GFeUyR  ロープ登りがんばれ！ @apporos01  がんばれ！ @Yst9Iunx87XGebt  その調子でぐんぐん登っ
ていって！ファイト！！！@iaiosarusandayo  がんばれ！@USnhGSbMGOq75P4  頑張って@iZrIe8PbA7bPMxx  期待しています' 目指せ世界最長4 @cocoadaifuku  ガンバレー@KT34959552  がん
ばってね！ @l4ah0  頑張って登ってね！ @kaoring20698630  エボルタがんばれ'  @0611taka0113  応援します@Tubeiii  世界記録でるかな？頑張れ*(°̀!°́)!@kabocha626262  めちゃくちゃ応援してい
ます@daifukucocoa  がんばれエボルタNEOくん！  @bmw3003  ロープ登りがんばれ！ @ifug21  エボルタくんがんばれ@azukocatcat  山登りがんばれ！ @ifug21  頑張って！@benisuzume8  すごいね、
私じゃできない。がんばれー　@baby_march  これは面白い企画だ♪皆の輪が続きますように@yukinnko333  頑張って！@heavenaizi  頑張って[  @mikazukimikan1  がんばれ！ @UyIgN0gih5dWyGg 
頑張って @van_halen5  応援しています@mintochan1234  頑張れ$  @F8Watawata  いいよー@2Yodahiro  登りきって！@saorieriko  ファイトー@kumi_d  頑張れ～$ ! @asami_ted  期待@nalunasp 
頑張れ頑張れ$ @OndineR  頑張れ！！@shoushou1951  頑張れp(^-^)q@kizuki07   がんばれ！応援します@yuu_ouu  がんばって～！！！ @ume08880  ファイト！ @papamarupapan  がんばれ！
@McLaren_88  毎回楽しみ！@mazamazamw  頂点目指せ' @hide3chanmen  ファイト―K @mon_chang  成功を祈ってます！ @rumba88436238  頑張ってくださいA @kra_421  チャレンジ頑張っ
て\ @himimaa88  ちっちゃいのに凄いね！頑張れ！@rikun777  がんばってね@tokka4  頑張れエボルタNEO！ @mokachii  がんばって @SatoshWizaile  いつも応援してます！！ @t_keiko1117  チャレ
ンジ応援してるよ!  @eumo20110401  さぁー、記録超えるぞ@PNt2lZSaAyUWIur  かわいいー！がんば@karakonso  ファイト！@tamano06151012  がんばれ！@Y1oJF045YcxH5Yt  ふぁい
とぉぉぉー！ @nyan2_gao  頑張れエボルタNEO！ @pinkoko  エボルタNEOくんがんばれ！！「幼稚園」の付録も素敵よ！！ @barbarizumi  応援してます@mrmr0518mr  頑張れ！@shigege106  エボル
タくんがんばれー！@ciitotomama  長い道のりだけど頑張れー% ! ! @bocu_  がんばれ@yusouren  エボルタ4  @lotus364  ガンバ！ @kurozetu3  頑張って下さいね！ @abcauka  応援してます
@yomoyamao  頑張って[ @kuma_husky  エボルタネオくんふぁいと@aedcbae  ふぁいと@kentychans  一歩一歩前へ@16166161hi  がんばれー！！！@nagisa_13458  NEOくんならやれ
る!!@jh_ma_o  応援してます！がんばれー！K &  @kogi_inu  頑張れー！@fffssstttrrr1  クライミングチャレンジ、世界最長！@Nya_nya_nto  頑張れエボルタ！@torisantomo  ファイト@nyontaka_san 
頑張って！@alfie_160  頑張ってくださいっ！！@chika060102  頑張りを見てるよ！ファイト！@rkusako  がんばれ！ @sakura_forte  頑張ってね@chocomomiji  君ならやれるさ！どうということはな
い！！@tensei_musyoku  頑張れー！@shunin641  今までのエボルタNEOチャレンジも見守ってきました！転んでも起き上がって、一生懸命に体を動かすエボルタNEOくんに感動！今回のチャレンジも成功
するように願っています◎@spark_bibibi123  ガンバ！ @ksk_n2  がんばれ！ @Yst9Iunx87XGebt  頑張って！ @hyihyihyi3  がんばれエボルタNEOくん！@fukuchuan  ファイト！@himawarin333  頑張
りー@TQ9q6K98n0RYWN0  EVOLTAくんがんばって@naomi47003144  がんばれ！ @kurin34  頑張れ～ファイト#  @yun70855198  応援してますよ～　ファイト！　ファイト！@shirotakko  可愛い
エボルタネオくん頑張れ！@seseritann  頑張れ～！！@kenken_lucky  ファイト！　ファイト！　ファイト！@puchimanbou  とにかく応援しています。この勢いで駆け上がってくださいね] 　その先には
素晴らしい未来が待っています♪@rumichanpi  頑張れ！@ofuton_24  頑張って@176natsumi  がんばれエボルタくん！エボルタくんの活躍の見てる子供たちはエボルタ電池見ると「あっ！エボルタだ！」
と喜ぶよ@mihouboyou  エボルタNEOくんならやれるって信じてるよ！頑張って" % 0 @Amane31640420  ファイト！ @peach20150827  がんばって！！@kippo3  可愛いなぁー！頑張ってね/
@mayalovecupcake  頑張ってくださいA @mochmoch181  頑張って@or5flasZmYYUyU4  いいね@whatwhyto1  頑張れ@sayaki1216  登り続けろ！@Mayu3MMM  クライミング^ @butakowww  人
間ならこんな登り方ではとてもムリーー。ガンバレー！@snowflake4030  小さな事からコツコツと！ @ogasaaa  ファイト！@spgrsha  がんばれー！@chachachachansn  エボルタぐがんばってJ
@rokamechan1  エボルタくん、がんばれ！！！@rokamechan2  頑張れ@potekoomochi  ( *･∀･)9ﾞファイトー♪ @izuminoogawa  がんばれ！ @baaar6324  頑張って" % 0 @rionrion30  見守ってる
よ。@lilin0korira_km  ガンバレよ@GsPFS3V0wZPlHki  とても期待しています！@trucealk0  ファイト！！@twitwi09  たった2本の電池で1111mもY ! 応援してます/ @daifuku_fuku7  毎回エボルタ
NEOのスゴさに感動しちゃいます。今回も、ファイトです！！ @eri7772525  応援してます( @SHORENREN1  毎年楽しみ頑張って@ILV_NY  エボルタ君、何処まで登ったん？ゴールまで行けそう？頑張っ
てや+  @12345678ABC90D  頑張って@moyoriisurugi  頑張れ！@micyan0125  ベストを尽くせ！@Onion_Cats  頑張れ！@micyan125  頑張れ！@micyaso0071  がんばれー@XlMSTYLE  GOOD
JOB！！ @macchamachik  Go EVOLTA!@ChocLucky  ファイトーー！@sakiron113  頑張ってね @mokanegi  頑張れ～！！? @7070naonao7  絶対やれる!!頑張れ!@makoGi3  子供の頃に見たドラえも
んの世界みたい！応援します！ @ponta_2009  頑張れー @kikipongon7  ガンバレルーヤ@BEXXYL0315  エボルタには期待しているので、是非とも頑張ってください? ! @lemoringo  全力投球
@sakusakuget  fight+ ' @melomelo_8melon  がんばれ！ @ykrn422  1,111mのロープ登り挑戦頑張ってください！ @puyonmarumu  エボルタ君なら出来るよ$ 頑張って$ 見てるからね!
@kiwamorisnoopy  頑張れ！ @hiromicochan  頑張れ！@nyanko51843563  きっと出来る@esurari  出来る$ @achapoochan  がんばれエボルタくん！@ppp199oppp1122  エボルタくん頑張って-
@se17nana  ガンバ！ @wAFxhv2kou9NHZy  頑張って @suehirogari080  ゴールまであと少し@ma2lll  頑張れエボルタ# ！@i__toto__i  すごいね！ @j_c_ferrero  がんばって@kamodakamoda12  がん
ばれT がんばれT @duffy_s_18  fight$ @Oniku2nd  頑張れ' ' @kame_kame23  エボルタくんファイト@chibi_manda  がんばれー！！@shnpganando  ファイトK J K @Bluebirdclover  エボルタ
がんばれ！@daaaaaaaako  がんばれ@masa29126  がんばれ、がんばれー！@texasinusa  頑張れー$ U  @yuyun_777  進め!!男なら 男に生まれたなら進む以外の道などない!!@sabato765  一歩一歩確実
に、エボルタ君のチャレンジ応援してるよ。 @fukiyokoimomofu  がんばれ～！ @Mongolia0602  ファイト！ @chatagreen  エボルタくん、頑張れぇー！@marimaru126  頑張れ！@ichigodaihukusa  が
んばれ！日本の技術を見せてやれー@ma8301ha  頑張って！@kotetu69807937  ファイト@kensyokuri  新たな達成を期待しています　@hirosi33  頑張ってね。@l4lq8HWgUQNvoht  頑張れ
@debuneko5  ファイトーー！@kankan_jun  がんばれー@koko_etoeto  負けるなー！ @6a6_i  A ("!•̀ω•́)! @mog36890170  ふぁいと@anaka_akana  やったね！ @sthm109  頑張ってF !
@ma_ri_ru_s0_0s  がんばって～@cocchan19  エボルタくんならできる！@acidredcherry  ガンバ～ヾ(゜ー゜ゞ)( 尸ー゜)尸　 @potitto_tousen  頂点を目指せ！ @FreeTiara  頑張ってねー
@aiko_masahiro  頑張って@kin_type_r  頑張れ！@TWINSMA58459696  いけーね！ @masaku77  がんばれ@yoyo26287406  NEOくん、史上最長の登頂記録楽しみにしています。頑張って！ 
@hero44_A  がんばれ' @kiku978  頑張って！ @kei_tan_1125  がんばって@honegaitai  頑張れ@oitn0  頑張って下さい! @Mi43108060  突き進め、エボルタ君！ @pinkishrabbit77  頑張れー！ 
@sai_notanimal  いつもすごいチャレンジしてるね！今回も頑張れ！！@harunario  エボルタNEOくん世界最長クライミングにチャレンジするのすごいC 家族みんなで応援しているよ～！！！がんばってね
! @mimiko2929  記録達成頑張れ～！@michimi3636  応援してる@yatto55  ガンバ@2Yodahiro  楽しみ！ @ayumi6333  頑張れ！！@hiromari15  頑張れ～！！カワイイT @twinsmama618  がんば
れ@A07956473  頑張れ！@juntiida  がんばれー！ @kokonomi99  応援してるよ@manasaopapa  いつも応援しています！！ @maki_819  頑張りを期待！！ @chobichai1981  がんばれ
@NGBtXRjXKAGAibO  がんばれー$ @FRckSc1qbsn6Tjx  頑張れー！！！@4FPwgW12aOSd7BK  ファイト！ @mushokuhikikomo  がんばれー！@kiyo_raka  頑張れ$ @UFWi4yvitmHT3JQ  頑張れー
*\(^o^)/*@ymarupen  がんばれ！！@takeponagi15  がむばれー！ @koeda11250825  応援してます_  @maneki49ai  自身の記録は自分で越えろ' ！ @atuatuatuuu  目指せ、世界最長！@wajtoto  エ
ボルタかっこいい！ @mmmisako22  応援してるよ @mgwue  エボルタがんばって！！` ! ! @1102_miii_wat  ガンバレ！ @927yuki  絶対成功！ @hanakusooyabin1  がんばれ!
@gP3pimRa5FgURJN  がんばれー！@WcTcq0  がんばって！！@pyonpyonpatata  頑張れ～("•̀ •́)!$@manami_anna13  世界最長記録が出ますように!!がんばってね!!@dokuwohaita  がんばれーー！！
@haine6XXXX  がんばれ！@ma_i_ko  がんばれー！！！ @hi60yo5  世界最長絶対できる' ﾌﾚｰヾ(ﾟｰﾟゞ)( 尸ｰﾟ)尸_ﾌﾚｰ @okridisk0606  がんばれ！@u_u_mayu_  電池の限界の挑戦が観たい！がんばれ！！
% E @leaq32_lani  がんばれ！@kaeru35845516  ガンバレー$ $ $  @6c31f06f9d54499  頑張って！！% @uttyann357  ファイト～@hcqqs000  あなたなら大丈夫！@hin_pa215  ファイトー！！
@trickboy46  楽しみです！ @sazanka22  がんばれ！応援している！！！ @toranohi1  頑張って！@nasum0929  頑張れ！ @spring_6002  頑張れ～T  @ruirei1205  がん
ばー @wtok33  夢を見させてくださいね@0314mokomoko  がんばれー@S83808543  がんばれ！@n8o07n  頑張って@reriana13  長持ちしますよ～に。 @yasudaco_ao 
頑張れ！@emi0203saki0512  がんばれエボルタくん！！@Inshan001  やるなら今しかねえ@r5qvf1mHMnhEoqD  がんばれー@FukuponShin  頑張って！ 
@aki_rin_rin_526  がんばれ@fujiringo0510  頑張れー(*^^*)@k41mi  がんばれー(^｡^) @19rie880530  期待しています！@chirukyu  がんばれ！ がんばれ！
@bunnbukutyagama  頑張れ！頑張れ！@83feb72e67594d6  またチャレンジするんだね！頑張れー！@Tora3usamee  一歩づつ前へ@tlqTSxRIgdNCmQu  頑張れ
@mariaya16  頑張れ頑張ってやれば出来る @gOAjDl7T0kWi6Fy  凄い記録を頼みます！ @YhLcHcBllKOj59D  ファイトー'  @corin1012  期待してます
@hiropperikusou  エボルタくん @rV7eXQ5FfDR1Rqy  ﾟДﾟ)＜がんばれ♪  @03owl  がんばれ@hdg0824  応援してます！ @HiraiIs  がんばれ！ @s_goin325  頑張っ
て！ @shiroXkuro_usa  You can do it！　You can do it！ @sailegend  頑張って% @mariaya16  がんばれー！ @yuukaatter  頑張れ!@luno0509  がんばれ！ 
@V1gEc64mY7tSPMz  登っているエボルタNEOくんかわいいです。がんばれ～。 @Otoku_love_0109  いけー！@yomeko_a  やればできる@Daifugo1999  頑張
れー\( * ́  ` * )/♡@komoreo1111  がんばれ世界！！@orangenegi_yumm  がんばれ3( ́ ! ` )$@mamama07070707  ふぁいと！@aedcbae  ガンバレ！！
@noright1106  がんばって！ @nekomama819  がんばれーーーー@gjm324  頑張れ…!!" # ` 3 A 4 ! @shimashima_mura  エボルタくんがんばれがんばれ!"
←！ @tvxq0126  (" •̀ω•́)#ﾌｧｲﾄ!!@kote_k666  頑張って！ @namerooou  頑張ってねー@misa17yamiyami  がんばれ@yamaguchivideo  頑張って下さいね！"("•̀o•́
")!Fight ～ @nono3WW3pico  おうえんしてるよ@tomo4998  がんばれ@kmmr_tks  EVOLTAくんがんばりましょう@___kafe  がんばれ！@twi_kona  がんば！
@1543215a  応援してます@yumipuu23  ファイティン！ @gupon29  頑張れー+ '  @pontatokonpeit1  素晴らしい挑戦だと思います！電池の力、科学の力を見せつ
けましょう！！) ) ) 目指せ1111m！！！成功をお祈りします！！！ "("'/'")#@_UVB_76_  がんばれー" % 0 @takemacha0922  いくぞ@rosebara55  エボル
タくん可愛い、、、@seseritann  FIGHT% ' @Jneko0x0  がんばれー！！！　@runrunchi3  頑張れ！ @Niss5aM
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エボルタくん、がんばれ！！！@naominao703  頑張れーーーーーー！！@miwa46294394  がんばれ！！@ganbaru_sky  応援しています！@suzunari_88  世界記録頑張って! 応援3 してます/
@mikyan00  頑張れ頑張れ頑張れ' @megachikubi  がんばれ！@bettaroneo  頑張って@O4mZoCrGv3Ma22b  ファイト！@mayu_mimi_47  応援してます@dammohermes  ふぁいと！@s0ra4321  が
んばれー！@toytoytooy  がんばれー@fateatari  がんばれ- @kintoreyasetai  エボルタくんがんばってー((㉨()！ @cjZNrmFf0Y7UyGj  頑張って！@1ko10chan  頑張って記録更新してほしい！！ 
@lancerevo3  頑張って( @kerorodb  がんばれ！@ayausapon  がんばれ！@ishizuka0111  がんばれー！ @masa3373masa  やるのみ！！ @0n_non_non_n0  楽しみにしてます。頑張れ～！ 
@0815Manma  小さい体で頑張ってる姿素敵だよーQ @tomoka_life  エボルターファイト@resa_tomichan  目指せ世界最長！ @Yottie977  がんば！ @sei7045  がんばれエボルタNEOくん！ ！！
@tanpesochi08  いけ！@grizzly_toshi  FIGHT@minidora_24  がんばれ！ @mou_2727  必ず登りきれる' @KcwflrRSeNrjyp7  がんばれー@meruka_merumo  エボルタがんばれ @dango1321  頑張れー
@toro_ma  Fight!!@m_fuji_jp  エボルタネオくんファイト！！@nimame_lucky  記録更新に期待！@solbudday  頑張って@17tsuna  記録達成できますように！応援してます！ @maruru_pon  フレーフレー
K @ariga10_10  エボルタNEOくん、世界記録目指して頑張れ！！@akara20180222  登り切るところが見たい！@yutaro_HAWKS_  がんばれエボルタNEOくん！@kohizyuki  エボルタパワー見届けた
い！！ @sakura2020saku  ファイティン！@nina27moo  頑張れ@mini_ahirunoko  がんばれー% @61Mi0704  応援！ @RoseMaryAnje  頑張れ+ いつも挑戦楽しみにしてます@inoko3  がんばれエボちゃ
ん# ( ¨ * # )@rurarans  長そう…！頑張って！@0wnGap  がんばれー" % 0  @Air1011Minty  行ける行ける@OZ1_keylock  がんば！ @mimonenco  ファイトー@lily__2021  頑張って♪@K83977326K 
がんばれ@nuts20061110  頑張れ～～$ S  @maho77chance  ちいさいのにすごっ！ @kyo12mom12  頑張って@haruri258  応援してます！3 P @hi_o419  今年もがんばれー" % ! @ukiyuki28 
fight@_10musu_  がんばれ～！@7cYvfVbma4xJpY1  過酷なチャレンジだけど、頑張って！ @foochan3974  がんばれーー！！！@Chestnut623  頑張って下さい@Reiranluv_sa  成功しますように。(^-
^)@tetsu_eno  がんばれ！@point_cub  がんばれーー　@pinkjannepink  がんばれー# I @moo3moo20  負けるな！@TF110B  期待してます！ @AoGRzYRIZ1oZnlI  頑張って@sumizumi555  が ん 
ば っ て！@roromi910  ファイトです3  @bairinsou  エボルタNEOくん 頑張れー'  @hou05384434  エボルタくんファイト+ @legarria  頑張れ@greenkzm  頑張れ！ @kazu__k007  応援してます！ 
@rokigori  がんばれ！ @pointpanda  応援しております！！@kenpac12  がんば！　@akinokoto  がんばれ@ankorocyanmayu  頑張れK J K @7iL6RikB8i4Z9MD  頑張って@iZrIe8PbA7bPMxx  ふぁ
いとー！ @414_pon  がんばれ～' @ayu_to_sou123  がんばってー！@chizuru20101010  めざせ！世界最長! @bHoEb9Th7o0psQh  頑張れ～！@monpon123  世界最長チャレンジ成功応援していま
すF ! @sipp29ri  ガンバレ！@TomTom06707966  エボルタくん、がんばって' @rieplove1  がんばれエボルタNEOくん！！@ZfYeUR9jXQPbRuK  エボルタくん、今で終わりなき街歩きをしたり、ダ
カールへ行ったり遠泳をしたり凄く頑張ってきましたね！今度はまた何かに挑戦する時は陰ながら応援いたしてます！ファイト+  @qouop22  がんばれー！！@news_kanjani8  がんばれ("•̀ㅂ•́)!$！
@mesora7  ふぁいと！ @neko_ga_naku  頑張って@M3Ibi7xx81jvgAL  世界最長がんばれー！@h8901tm  頑張れ～！！！！ @kakkoo7  エボルタNEOくんがんばれ！@mitsu04_03  がんばれ～
@yukiusa31  頑張って@kietim  ファイトー@ren__chin  エボルタNEOくん、がんばれー！うちの子はエボルタNEOくんのファン! 家族で応援してるよー！@biyou_kinniku  頑張ってくださいね% % %
@akkdt1  頑張って- @kkdt1  エボルタくん頑張れ！ @122Lanevo  がんば@sukinairohamok  頑張れー@YR7TfdHvmMEWYWe  頑張って！@mameushi68  がんばれー@kitten0528  頑張れーーーーーー
@ha0619mi  頑張れ3 @ponmama24114279  ファイト@ccyamato  目指せ！1.111m！！がんばれー！！！@kagkag1107  頑張って@tamakigotou  ファイトファイト！ @hamakawa0731  がんばえ！
@yuririmy  がんばれー@BT77429254  頑張り続けるエボルタが好き！！ @mamamamapapanda  ファイト@koemitorasi  頑張れエボルタ君！ @ckxikpO9swiY6wF  頑張って$ @yukatikou  がんば！
@gunchanemisan  頑張ってね★@MotorsMori  頑張れ+  @canbus0202  応援してます` @maima0123  がんばれ@mhsangm  がんば@FUMIHIDEKUN   記録頑張ってください。@RmuNATZllKpw3ja 
ガンバレーーー！！@nittokacho  応援してます！ @en9uVspQc19x0eT  (*•̀/•́*)! 00がんばれー！ @milkpoohLOVE  応援してます @fHFRcclBQv5sux6  下を見るなー！上だけを見てー！ひたすら登れー/
@wmQRam9MT40mRky  がんばれー！！！！！れ！！！！！@GyQdw  頑張って！ @N9M2OukcXbypmhc  まだまだ登れる。ファイト# # # @PCXinu47  頑張ってください_(._.)_！ @1117yukimaru 
力尽きるまでガンバレ！ @yoyokimu  がんばれがんばれ@emidorayaki  がんばれ！！@m_m_senyou  頑張ってね( @kIjMK5gZA2xRxw4  頑張れ！エボルタくん @nenenege  がんばれ！ @hyo_kin  応援
してます　 @unagimika  頑張って@kico_coo  負けるなー‼頑張れ‼@marutamu10  がんばれー！！楽しみにしてます！@m59i6  頑張れ～！ @yosshiy23  がんばれ+ '  @TOYSTORY0303  ふぁい
とー！！@zero197  4歳娘「えぼるたくんがんばってるね！」@j1roumaru1  NEOくんがんばれー！！@haru_spring199  世界最長頑張って！@ayakoayakamomo1  頑張って' @Tubeiii  頑張れ
@KiNaKoNoko2416  頑張れ@takesukusukuku  応援してます！頑張って4 @kuroda390  頑張ってね！ @sourikun6401  ガンバって！！ @UUnsXJWaycsPoxV  がんばれエボルタNEOくん！
@marinpapa2  登りきれ！ @kensho_shigeru  がんばれ！@Ay66Ay  ハッピーセットのDVDで見てから、我が家の子どもたちはいつもエボルタくん大好きです- CMに出てくると「エボルタくんや！」と喜
んでいます!  頑張れ！ 応援してます#  @kanade02141  頑張って( ' ' 子どもがめちゃくちゃ大好きでよくDVD見てるよ～* * @rururuns21  がんばれ！@aitrow  頑張れ　 @kimus0061  必ず成功
する！ @3wanko  挑戦は無限だー！！ @june_e_name  fight,  @VovSyu  がんばってください！a ！ @LjupYrfn3aTaatf  がんばれ @0202Kokko  頑張れー3 @hit735  超長いクライミングエボルタ君頑
張ってね～@bakabonsan9999  GOGOGO@fujinofukurou  最後の力振り絞って...@rockking0718  頑張って！@goma002413  頑張って@rockkin4  がんばれ@marimaribeauty1  がんばってね！ 
@m6827596773  大丈夫！絶対できる4 ( がんばれ！@mamasa07  がんぼれ！ @milk_candys2  エボルタ君応援しています！！ @legacyb4_1790  応援してます！ @laevateinn1992  ふぁいと！
@momotabetai315  うちのロボホン達も、応援してます。ガンバレ$ @h216s279  頑張るチャレンジ！！！@rinrinhouse0422  頑張って！ @kotsumegasuki  頑張れ4  @anglejong  がんばれエボルタ
NEOくん！ @5KjWAEhjDDKuCkY  台風でも登れ！@wanderingpeople  NEOくん、今回も頑張って記録達成してね！@0528Kansuke  がんばってー！@tsurarara  がんばれ！@wafu__mofu  ふぁいてぃん！
@rururu1237  頑張れー！ @zUF85QzaTGUlnms  最後まで切れずに頑張れ# ' @akkachan0821  頑張れ！ # @YKeg6w21X6GIHY1  がんばれ！ @megu1008coffee  がんばれ！ @w1_at8  クライミ
ング頑張れ@89utukushiku  ファイト@koharu_x_hiyori  がんばれー% @kina_neco_  がんばれー！＼(^_^)／ @daaaaako3  がんばえー！ @__deepdarkmilk3  がんばれ！がんばれ！エボルタNEOくん！
@kayo_toro  エボルタ、ファイト！！！@Mxx2xx  出会ってからずっとエボルタ一筋です。今後もずっとエボルタ@cgZDMPtIPtqGd6g  頑張ってください！ @Mashuakkey86866  頑張れ@ssohomareon 
応援してます！ @aluaru  頑張れ@rip09502203  ガンバ！ガンバ！ガンバ！@yonemurak2  ガンバレ‼@komasanmongeee  世界最長！エボルタ頑張れ！！！@yQqBlxDnFdSFZ0Q  頑張れ#
@tukinami___  手を握りしめて、応援してます)頑張れー` @HgD8aSTcRnMFT8H  がんばれー@yu__3104o  がんばーれ！@chichoha  頑張れー！！ @sera_kng  頑張って！ @noname20160110  ファ
イトーーー！ @ume08880  エボルタNEOくん、頑張って～！@ku1shinbo_  応援してる！@klp0tnC0v5HMVZT  がんばれ！@fu_ji_to_8  頑張って！ファイト！！@yama9masyu  がんばれ@coinyade 
ふぁいと！ファイト！ @20080611Ryo  エボルタファイト！！@55fivefive55  家族みんなで応援してるよ！ @p_panda_pp  エボルタくんならいける！@7i7j8Wd5AXq61  頑張れ@523gyungyn  応援し
てるよb @tomochan3411  がんばれ！@bachikoooon  ふぁいと$*｡"(!""*)!$*｡@pina0725  頑張れー！！@kokin171  ファイト！@nokinokinokomo  がんばれ！@kontakit  ファイト/
@anankukudayo  いける！@ichimihichimi7  頑張って下さいっ"(!""*)!$ $ $ @cyocoxx  エボルタくんファイト！@mondo_nakamura7  エボルタ@GuMmmh  1,111ｍ登り切れ！！@hiropon_ktw  頑
張れ# A @m_skmj  がんばれがんばれ！ @miree_000  ファイト# # A @yuzuki2940  頑張れエボルタくん。@XZSySAYYCGM1093  がんばれ！@jAlEjGwYLq8cT02  がんばれ# がんばれ#
@thankyouhamada  がんばれ。@komuhikko  ファイト！ @himhimawarinn  頑張れ@F3aHQSFAh8ZO3PD  頑張れエボルタくん@georgestela1962  頑張れ～！ @KEROKEROYUU  頑張れ～# ！ 
@HirobuOme  君ならどこまでも登れるよ！ずっと見守ってるから頑張ってね！！@urihananon  フレーフレーエボルタくん！@dounat012  ふぁいとーーおっー！！@so__sleeply  小さな一歩が大記録につ
ながるはず、応援しています。 @erufu0229  ガンバレ！　@mokichichann  がんばれー！ @d24_tomo  応援する！ @mayupapa369  今度は登るのかがんばれ！@777EIFFEL777  がんばって！ 
@bess1208bess  頑張って！ @hanaejinjin  がんばれー@NOCHI901  頑張って～！！@kishi_511_fg  頑張って。@KuuYano  やれば出来る！@kannanao1093  fight@matahi3  又チャレンジャー魂をみ
せてくれ！ @ObLMPmtxLx21OKL  頑張れエボルタ君！ @KiYKHR  がんばれ！応援してるよ！！@maUFeLmOOKmi4zH  小さな体で大きな記録を。頑張れW @ktsYZMqQkFeCBfz  がんばって！
@kumi_d  頑張れ！ロボットの限界まで挑戦！@risukodoll  がんばれ@mVfCn9umzzbcZiG  挑戦しているところが見たい！！頑張って！！！！！！！！！@Amatriciana_01  ファイッ！@yumeinu01  がん
ばれ＾ー@NA8NpKXGvWw7KZa  チャレンジ頑張ってー！！！@gakotw  エボルタくんなら出来る！ @umenoritsuna  限界までがんばれ@omichae  頑張って！@yama3935  ススメ！@ramramcookie 
頑張れ！ @k_garden  がんばるぞ！@MUNO91333526  エボルタNEOくんがんばれ！ @mie_pu2020  エボルタくん可愛い。頑張ってね。 @xRI8XFPQoEvFLBC  頑張れ(́▽`)ノ@6inchgrub  がんばやで！
@supopo_vic  エボルタくん頑張れ @saokaosaririn  がんば！ @reonaru6364reo  頑張れB @hatachanman  エボルタ君頑張れ@bwkYp8yudm093  毎回楽しみ！小さな体でハイパワー！ @nakabon67 
エボルタファイト！ @snow4wolf  応援してます@melita441  電池さえあればなにも要らない@93R4kxD3sPYOZwn  頑張って"(!""*)! @xpVeu44o29CQnRh  頑張ってね！ @asamiasami51829  エボルタ
がんばれー！ @0611taka0113  頑張れ！@BjEElDd5QGtpuWQ  面白い企画ですね。頑張って！ @mimaru9128  頑張れー！！！！@hiro1027hiro  行ける@toshiro0414  応援してます' 絶対成功すると
信じてc @yuji_akane0518  小さい体で大きなパワー！応援します！ @hirodaidoraemon  頑張れ！エボルタ君！@mameking123  頑張れ！ @michiru3223  エボルタNEOくんの格好いい姿期待してるよ
! @tsubahide098  登れーーー' @wasuregatami100  頑張って" % 0 ！ @9tmleBEG7gpvVY0  トライ　サクセス@yasukun1964  がんばれ♡@kera1906443  頑張って～！ @KJ8rainrainbow  諦め
ないで登るんだ！ @SUZUSUZU82  頑張れd " J @marimpa12  頑張れー@ryomakuma  応援しています。！ @thbyy347  頑張れ" % 0 @SundayBell  ファイトー！ @hijiri1229  がんばれ世界一
@Miinoganbari23  お願いします！@you5542267625   がんばってエボルタ君、ゆっくり長く登頂目指せ。@DknIMtSxzZcDaWC  見事達成してほしい！@pkopn2  頑張れエボルタくん！ @omi7jo  コン
プリートしてほしい@goliath5h  チャレンジ達成してほしい@golgad  応援してます！@mikkaijyou   ファイト！@tomida_satonari  負けないで～@m_k_r_n_no  エボルタ君応援してます！ @yukiyukiazuki 
頑張れ！@amichutan  ガンバレNEO @oyatutan  がんばれ！@GhostSwat_Mask  頑張れ！@ADbs8quIpYg5hyQ  世界最長への挑戦がんばれ！！@haru_____2016  頑張れ@K239501307  登りきれ$ ファ
イト+ ' @yoyogi_oyajiz  応援してます！@hyjusg  また新たな挑戦！ @phantomno25  ふぁいとふぁいと@2HU9lqbgcIZGIVb  応援してるじょ@RiceYuzu  大丈夫。必ず出来ると信じてる！ @B5234  が
んばれー@WwyaF41  頑張って@apple_carrot_  がんばれ！@come4129  可愛い動きが大好きだよ@mi_ou71  応援し続けるよー！ @monorins  やるんだオイ @naotententen  頑張れ@upwbo  頑張れ＼
(^o^)／ @amedamamikon  チャレンジ応援してます！@chokusenbancyou  頑張って下さい(^o^)@kgDBHxf1mb7wfz3  パワーが続く限りガンバレ！ @kt_reward  頑張って#  @Keiko97713270  頑張
れー*(°̀!°́)!@uDqQFHJCMM46KMf  頑張って@satoyoshi3  応援します@ertk3jp  頑張れ！ @kunhiro2  がんばれー←@TonysAyu2  今年も頑張って～！ @pakachan999  がんばれっ！がんばれっ！
@Schizo30097695  頑張ってね！ @neiha3939  頑張って@coronrolecake  毎年応援しています @mangusu3  がんばるんだジョー@pizza810jp  がんばれ！ @mixmomentd  頑張れー！！！！！ 
@akiko1122aki  ファイト@tukiusagiusausa  がんばれ@1234summer11  世界最長めざしてガンバレ！@sayanatorie  応援します@kametteru  がんばれ！@aliens20201  がんぱれエボルタくん　みんな
が応援してるぞV e f ！ @ukoncha1203  ファイト/ ! g 9 h @srfc76561374  うおおおお@_knp_love  エボルタNEOくんR がんばってね♪♪@RARA71125346  1111m' 期待してます!
@mumi_0505_a  頑張って@P9cYYM7MYKBtXWL  がんばれ@ar1030119  ganbare！ @acchan0426  応援させていただきます@hopy3jp  頑張れ@you1takayama  頑張って.@mimizucl  エボルタ君が
んばれ% 4 ! @misachanco1214  頑張れ！@Kotsuo0528  登れ！@nicekazan  がんばれ！応援しています3 @hinatanohiromi  登ってる姿が可愛い！頑張れ! @iYNv3TaMix5nlZq  頑張れエボルタ！君
なら出来る！ @opti1198  がんばれ！@asukanamama  頑張れ！ @nurusuk  かわゆす～ @2nd_omochi  頑張れー(*́『｀*)@tokariona  エボルタNEOくんはずっと登れるよ！ @231Ngc3372  ファイ
トー！ @naoto_to  フレーフレー@Sunny99112932  エボルタNEOくんがんばれー！！@bububububutako  がんばれ@6585ra  Fight@REDAIiI  期待してるよ@noz3jp  全力全集中！@MMskhy7  がんば
れー@miemiecho0711  新たな１ページへ進め！ @DH1BAK0ftdeMZNW  イイねー@mconi9322  がんばれ！ @nekosogi6  成功を祈ります@mogutaro6  頑張ってね！ @sou886088  こんな小さな体で

登るのね！我が子みたいに応援3 したくなっちゃうなH エボルタくん頑張ってねT  @8B9IJ5oGjGt5DnN  がんばれ！ @libra73p  頑張ってね！ @karish56963280  がん
ばれエボルタNEOくん！ @mwk25128052  ガンバ@gob30yome  いったれーー！@tyoutekitou1040  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ@Hasumo0809  go！ @kotetsu29292929 
凄い、これから頑張ってくださいね！ @ITYOC  必勝。@MCat89683330  小さい体ですごいです！頑張れ！！@amizouamizou  一歩ずつ確実に。頑張って！
@minto55siso313  記録にむかえー@tossi0918  がんばれー@0909413  がんばれエボルタNEO！ @pinkoko  応援してるよ@maho3000jp  頑張れエボルタNEO
$ @2D2rW8V6NHkJ5Bm  エボルタ君頑張って！ @coron725  応援してます！ @noir_moon  エボルタくんがんばれ！！@kinakokotofu  がんばってねーI
@0124Eri  頑張れ@RIYU140931  頑張れー# A @mizutamania7716  頑張れー@rhstu9742  頑張って！@WKisuke  いけーーー("˙╰╯˙") @miyu59miyu59 
応援してます！@EA3Ykc4oTwgBExW  頑張れエボルタ$ @kK40mNC0JZ1WWVC  最初からできないと思っていたら絶対達成しません、やればできる！
@totchi724  頑張ってください！！！@BbSt5wT8yX0hQcg  素晴らしい挑戦だと思います！C 電池の力、科学の力を見せつけましょう！！) i @_UVB_76_  生
放送ドキドキ\N /でも頑張って! @mana_dia_vipcar  全力で応援してます！がんばれ！@diaJT2  がんばれ！！！！@haru_u_ruru  頑張って！@koriraQP  頑張っ
てるね@kanacchhi  ガンバレ4 @oioio777  がんばれ！がんばれ！@moriyanoriko  今までの積み重ねを発揮してください。応援しています。@nakajimotorin  や
るのだ～やれるのだ～ガッツだぜ！ @rainsany1  ごーごー！　@etoperika  大好きなエボルタneoくん！しくじっても大丈夫!君だからまだ見ぬ世界も見えるんだ

よ！ @Hiroikokorode1  がんばって@catthedolti  頑張れ！ @ranmuku2  がんばっていっぱい登ってね！！！"@sarasa0244  エボルタくんがんばれ！) !
@ZgBlhuURetruD8p  がんば！@Yuma51715847  頑張る君が好きT @marimi0817  チャレンジを見守りたい！ @apipi_dn2atlcam  頑張って！ 

@Sqf5XjK9a82LSao  よっしゃよっしゃ@damaoactive  いける！ @hanako6361  頑張って下さいッ' @cielheart  がむばれ@nyandaful
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エボルタ頑張れ！@tettin_  GO% j ！@sei7045  頑張っている姿がかわいいですね@seraseeda  ファイト@sXWrm3LBUPRbxXl  頑張って4 ！@_nyoshi  ガンバレ！@daisukimeshi  世界記録達成だ！
@yokohama_89_pb  がんばれ！@TTSOUL  応援してるよ @AK84260274  頑張ってね！@itte_yatte  エボルタのパワーを見せつけてやって！！！ @sakura2020saku  がんば！@y6348wawaw  がんば
れエボルタNEOくん！！ @euphomae  えぼるたくんかわいい@Necro315  ファイト！！！@akasau_z  頑張って@omom1333  お前なら出来る@peko819  見ごたえありそう！がんがえー @payayanpaya 
がんばれエボルタくん!! @Takalion71  エボルタNEOくん！世界記録頑張って～%(*!""*)& B )!@You65273819  NEOくんがんばってください！@t_onocha  ファイト@and_app  頑張って@campregift  エ
ボルタNEOくんがんば！@pm15620318  応援" H k  @rioo543210  ファイト！ @riho082708  いいね@whatwhyto1  電池のロボットのやつね！がんばれ～ @navycrossx  GO！ @S_V_U_S_V_U  行
けるぞ、がんばれーエボルタ！@makotooonn  ファイト+ '  @miihi083134  頑張れ！@yuapapa215  登れ@hanano__keiji  頑張れ～@agnes74tachyon5  頑張れ頑張れ！"(!""*)!@KENTA3B  でん力尽
きるまでがんばれ@PSN55248252  q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@anmitan09100704  ガンバ！ @yu_meji  ファイト♪@ichi16573909  がんばって@ellpo21  頑張れ!!@agnes74tachyon1  頑張れ！@blue_1mii  確
実に前へ進める。@hanamomo45  期待してます！@6tQzluSOIjC99kp  がんばれ！@taaaa5050  がんばれ～$ @Upyon4  グランドキャニオン、フィヨルドに続く登頂チャレンジ！限界を越えていけ-
@315PG  信じてやればできる @YaUi2RezeQWzdnb  がんばれ@bag430  がんばれ～ @kinotaka2012  ファイトファイト@hamakawa0731  頑張れ頑張れ@hamakawa1028  いけいけ
@onisudamarataki  エボルタNEO電池1,111mのロープ登りの世界記録達成を心から願ってますっ！！　 @kenichi230304  ファイト! ! ! @miucchi_ribbon  ふぁいとーーーー！@yoyo1do  ！！！！
@Lateral6  エボルタNEOくんガンバレ！@YIMIvUEqBkpgEga  無理しないで、マイペースで頑張って！！@pplEL8xMWFdRR47  がんばれ！@nekosan_jp  頑張って! @20amy20  のぼれーエボルタ君、
がんばれーエボルタ君@ieoc5alrGG6hENW  ふぁいとー！@bbbn_bn  ガンパ！@123infinity_  限界を超えろ！ @hana_dry  ファイトー@kakemiyuto  頑張って！応援してます！@tanahashi__aa  ファイト
@sayupon7  一歩ずつ確実に進んでくださいね @tatasanpapa  ラボルタNEOも一緒に応援してるよ @saitotetsuya  エボルタNEOくんがんばって！ @Shigeo19760918  応援してるよl l R
@haru_saco  がんばれエボルタNEOくん！ @natsumettutan  ファイト！ @sesame54088098  1,111mのロープ登り世界記録 、挑戦するあなたを応援しています！！がんばれー@gerkinforperkin  がん
ばれ！@nekozawa_2nd  チャレンジ頑張って" % 0  @EGdfOQtRBKTq3mZ  ファイトー3 @7926plt  エボルタニキがんばえ！@matsuko_dxxx  1キロも登っちゃうの？行け行け！@Saori11811849 
いけるいける！ @_towa334   頑張れ" % 0 @wEGwwJLrWCxjylA  電池の底力を見せてくれ～$ $  @chamo62534078  ファンファーレ@nagatayu300  がんば！@ssachu  頑張れ$  @hanabihanabi3 
頑張って@yyoko03274  がんばれ$  @oruka_o7  チャレンジがんばって' @yu0x0to  頑張って" % 0 @nonna58719223  ファイト！！@2020_0721  gannbare~ @pnkek  ファイト! @aoi708neko 
ファイト！ @otukisama_hosi  頑張って@dkad11  # # # # # #  @39atareee39  世界最長チャレンジ！必ず成功して欲しいです-  @cRautoWWuB31d4b  ファイト\( ¨ * )/@asahina_haruto  ガンバ
@aiaiaiaiaimpaii  応援しています！@shirokuronami  アンタはエライ、アンタはエライ@A5ZjSqbb1Tmq1Ne  充電池いつも使ってます！応援してます！ @snow25938960  ！！！@shimadae2  ファイト！
@_nyoshi  がんばれ！！！ @geragerapapa  失敗してもいい、あなたはタフだ！ガンバレ@gmenkuma  エボルタNEOくん! 大好き- @fukutan6  ふぁいと！@1543215a  いつも応援してます、頑張って～
@gmen4119  きっと大丈夫！頑張れー!@ren__chin  頑張って' @norijohnji  がんばれーー！ @hanachan70  がんばって！ @Yuki_9_42  頑張れ@mahirock10  頑張ってね$ @matamax3  地道に頑張れ！
@eustoma_blue  ファイト！ @kla_coro  ！頑張って！ @orikanai  世界最長はすごい！頑張れ頑張れー! @ichichichica  ファイト！@Hazuki_ms  エボルタくん頑張れ～4 頑張ってる姿見も可愛いI
@macaronron10  頑張って@kobansuki  ファイト$ @tourin11  GO!FIGHT!WIN!@taktak1783  がんばれ！！@nanase_muku  頑張れ！ @naerun  がんばれーーーー!!!@iwillwinurlove  頑張って～！ 
@jet_sakura309  がんばってください！ @nori1521  頑張って♡@neko__shirokuma  エボルタくん可愛い@aedcbae  頑張れ！！ @yoshi0145g  ファイト# @forevertome  エボルタNEOくんがんばっ
て！ @petitlapin425  がんばってN  @eri20181110  ファイト！ @yoshitaku0621  頑張れ～% , -   @mi03mi08momo3  応援してます'  @81hm81  頑張れ世界最長+ '  @gomaazarashi126  世
界最長チャレンジ$ エボルタくん頑張れ'  @na_chan_d  応援してます"( ‘ω’ )!！ @cafe_angy  頑張って～3  @21runa21  頑張れ～$ ! C @asami_ted  諦めない！@SneezyKin2  エネたんがんば
@mayoko2021  登ってる姿も可愛いQ がんばれー！！ @mocamoca56  頑張ってね！ @l6fTMVrZFdrDlCy  えいえいおー！@_bon7heur_  がんばれ！絶対できる！@HadOnly  すんごい記録を期待してま
す""k 3 m m ` A @romeorebirth  ふぁいとー!"! 55k !@fnk_365  頑張れ@ririkensho  がんばれー！！！@makimaki202020  がんばれ @hitomi18413372  頑張って% @mari161206  がんばっ
てーーー！ (*ﾉ!""*)ﾉ! @y_cherrysnow  応援してます！がんばれ！@4UjzpYHiPSMKTlx  がんばれー！@000_yossy  検討祈ってます！ @k_garden  頑張れ+ @__M_o_m_i_j_i__  タフネス'
@kao_rin_go_75  頑張ってね！ @ebishumai123  頑張れ' ' @igemusu  がんばれ@crispy1524  頑張って！ @fuuyu_44  がんばってください！！@oG8BNL4YRkwnOak  がんばってー！
@kuma_mocha  頑張って！@kcEcTbPVL0GtEW9  がんばれ！！@bkworker  ファイト～@29PbnzyAKlD4cwp  今年も頑張れ！@hayatontonmama  頑張ってーー3 @QoVzrbQG26gvVuj  行け！
@kmesugi  可愛いやつが頑張ってるのが毎度楽しみです！@aayapeach  がんばれー！@candy1shake  ファイト( ́∀`)ノ @kuronekocat2010  がんばれ！@ogaworld21  ファイト！！
@hoc8PZHtaIyHwID  がんばれー@A0knIc7QPm6I9qg  頑張って@masa29126  頑張れ！@ayu12306  がんばってね！ @yafyaf555  エールを贈るよエッボエボ！エボエボゴーゴーエッボエボ
@maruro666rodan  頑張ってね% @ruru33roro  ガンバレ！ @if36083415  頑張って！@makisan8686  君ならできる！！！ @aju_iju  がんばれ～66"("7 ' ,- % 8 ' ,.)#99！ @sima_goma  (*•̀/•́*)! 00がんばれー！
@joyluckhappy  頑張れー！ @lotta_cafe  NEOくん久留米佐賀チームのみんなで応援してますよ！@matukiyo18  頑張ってね！@rinrin_taro0710  ファイトです♪@yuuyosiki  がんばれー！！
@monchan4129  頑張れ！ @hiromicochan  がんば@sP7V3bAExUTEEQ3  頑張って～ @g03614208  がんばれ@rainbow_8538  エボルタならやれる！頑張って！ @nnkzms  頑張って！@kee5chanpe 
ファイト！@ichigo15x  かっこいい！@ExRen1oiz  エボルタくんずんずん進んで@motokoshi1110  がんばれ～！ @p06toki  ファイト@thuyopico  ファイト！@spiral_cylinder  エボルタくんしか勝たん
F &  @point01080627  1,111m達成するよう全力で応援してます(o"'▽')o"*ﾟﾌﾚｰﾌﾚｰ達成祈願^ @butakowww  頑張ってね#  @HappyBerry_K  エボルタ君ならできるよ。応援してます。 
@rintyamakkusu  フレー！フレー‼@kuuumasaaaya  がんばれー/ @tsuruhime_09  頑張って！@kiui9117  期待しています！ @i8IO5fW751EUcnI  ファイト！@ewEfFZOUenz4boV  頑張れ！キミな
らできる！@Indigo_gloves  エボルタ君みんなが応援しているよ。ガンバ！！！ @JhonTomoko  高みを目指せ！頑張れー！@hunikuri_huniku  きばりなはれ4 @m_fuji_jp  頑張れー！負けるなー！応援して
るよー！@ShiroKuma_0704  ファイトA A A @QJWLeWbL12l3jP3  頑張って$ @imodaisukida  がんばれえー！！！@takeshi_11s224  頑張れーーー！ @iDyRJVQzSrtifIF  ガンバレ！ @yafyaf333 
1111m達成頑張れー"(!""*)!T @tarachan3261  絶対できる@kumakuma571  行けそうだと思う@mika49422739  ファイトー！@SHUKO_1  頑張れ～！ @cosmiocosmio  ファイト！ @hyihyihyi3  頑
張れ@masa29126  がんばれ！@kszg2626  応援してるよ！頑張れー(^^)/@toshipile  目指せゴール$ @chinyan1019  えいえいおー！@9400y  最高の結果を出そう！@JqBmZoxJ4Tg4gZk  がんばら、
@vwe53895  登れるよ@MLBcom  がんばれー！エボルタNEOくん！ @0101km01  頑張れエボルタネオくん！@seseritann  がんばれ～！@Yuk1A1  ファイトA @tamagoyaki2016  がんがれ 
@y1111841111y  世界へ向かって！@0801927  頑張って@yy0929214  ファイト)@erili0705  がんばれがんばれ@lalapa_n  頑張れ@chirumiyuakg  ファイト！@orangemilkpop  最長頑張って
@yougensui1  頑張って@Hcwu7kJ1ZuUnvTk  長時間頑張って@hpp0p  新記録達成願ってます！ @ataruvvv  一歩一歩進もうぜ！@QooPion  ごんびれー！！@oshimai_95  がんばれー @sussy9999  #
ファイト～！ ！エボルタくん！@8383hami  ガンバレ!!@kito3813  "(!""*)!やればできるこYDK！@sakedonn66  頑張れ!エボルタ!!@turikichi5154  がんばれー@kumikky13go  小さくてもパワフル！頑張
れ@pbN8kcscPhj7aRw  nice！ @usatyann1313  ファイト！ @chatagreen  頑張れ！頑張れ！頑張ってくれ！@B_KEIBA  のぼれ！@masasuku050521  健気にがんばる姿にいつも元気をもらっていま
す！ @_systeme_d_  1111メートル！応援してます！ @je6fmXqf0F6YE3D  世界新記録狙ってね- @Miinoganbari23  がんばれー@happye55  Neoパワーでがんば応援数はpowerだ
@OiAsDg9mDeAQFBb  成功する事信じてるよ、頑張れ3 @s3104bluesea  頑張れn @koala_wombat  fight!!エボルタNEOくん！ @moco88nero96  頑張ってー！！( - @mii19339679  がんば
れー！！！@hawkscookie  世界記録挑戦を応援してるよ( きっとできる！！@hirochan475  がんばってー@AkiYaMa_eeQ  がんばれがんばれ！@yurukuma9  がんばれ！ @p06do  がんばれ～！ 
@shiruneed  がんば@RitSen_n  絶対目標達成！@rionarimasa  成功を祈る！ @waotota  おうえんしてるよ、だから、がんばれ！！@Jnme9jwtsxyxhMI  Neoくん頑張れ！@Licachann  エボルタ君の登っ
ていく動画とか凄い！と思いながら見てました！エボルタ君の挑戦する姿が好きなので頑張っている色んなシーンが見たいですT @mao0410kktdkdkk  ベストをつくして！ @neko_ni_dash   頑張れ！
@daimonji0429m  がんばれー+ ' @appaticyo  めざせ世界記録！ @alnair313  がんばれ@10Pra_N  頑張って！@ycJCQhtMV79Kfcy  がんばって@TqhNUIzZj4Kb30u  世界記録をさらに伸ばしてね
@natsunomiti  頑張って、登りきれー, @kuroifunefune  fight@fQDr6q2V4AJSRhh  がんばれー" % 0 @melonsoda456  がんばれっE  @xxxs8_m  ちっこいのかわゆい@nonmomi  頑張れー！
@miyuha_mama1104  がんばれエボルタ！ @apporos01  今回もチャレンジ頑張ってねp(^^)q！ @so_sy71  頑張れ～！@68837b63be1f468  頑張って@sonapoke_6k4k  頑張れ！！ @o_has0805  が
んばれ@A_ao551  応援しています！！@Mint31208855  エボルタくんなら絶対いける、頑張れ$  @norirakuma  がんばれ@pelma7_0  空を目指してGoGo NEOくん！ @harurinrin  がんばれ～～～
@O97691943  頑張って(*•̀/•́*)! 00@xmizukixx  ふぁいと@TAIRI201710  頑張れ！@miico_sck  頑張って@mimizucl  がんばれ！@dmewb  頑張れ、@Ip0H0XGuxxKzYc7  エボルタくん頑張れ～～～！ 
@hami83831  good！ @GADVIB2l87Axyj7  がんばれーー！@sayousagi123  がんばれT @duffy_s_18  エボルタくん好き- @yutodonchan  jamie！ @9DlpO7MrmIX2Vpk  クライミングオリンピック
で見てて楽しかったー！ファイト+ '  @funatowin  頑張れ～～！@chan_tokage  ふぁいてぃん* T @cookie03051994  がんばれーーー！！！！@218Anko  がんばれ！ @nomura0311  パワーをみせ
て！ @39coming  頑張れ@C6H2CH3_NO2_3  凄いチャレンジ毎回応援してます。* @take1972424  頑張れガンバレ！ @okanmesi  さぁー、世界最長達成するぞ！@QsVMjnz95GFeUyR  ガンバってね
@vlxTkQdFmZ4JKQq  めざせ新記録！   @jhonsenn07  ファイト@Rika71203703  頑張ってね0  @dyf65s2K8BC5qEq  世界記録　頑張れフレーフレー @to1529ta  ファイオー！@u7eFb7kATJpShfm 
世界最長頑張って欲しい/ / @babymuchico  マクドのDVDで知ったエボルタネオくんo 小さい体で一生懸命で可愛い* がんばってねー% @Icb1i7iJxDKycXk  応援しています3 @pipiko2018  頑張
れ！！！ @chicken292929  頑張って！ @shiroXkuro_usa  エボルタくんならできる！V  @68ZkoRFB7AqHhw7  がんばれ！！@_____071811  頑張ね！ @sanaya0378  ナイスチャレンジ！ @miishii5 
がんばー@pbWKGTXPUQEWfiO  チャレンジ成功を願っています@hiro_suya  エボルタくん頑張ってください！ @siro_in  頑張れがんばれ！@Adgjmpt40646683  がんばれー！ @k_himmel  頑張れ！
@Mogurinn1  がんばれー@coronrolecake  がんば！@e1ywkeZMYcskqbz  頑張れ！記録更新@monsutosumo  頑張れ@rerorero_in  世界一目指してガンバレ@Nagamori_Yamato  頑張れ
@GON178923  エボルタはずっと挑戦しててカッコいいがんばれ @Bourbon_1412  いっけーーー！@prisonereva  頑張ってね！ @tensei_in  小さいのにすごいパワー4  @zN7lMNflGxhAxuz  頑張れ、エ
ボルタくん('∀`)！ @nekooyaji40113  1111m頑張れ！ @kdrniaia  ふぁいとー！@achan874_  頑張れエボルタNEOくん。登る力が希望と笑顔。 from アイドリング!!!@akusidento  頑張れー！ 
@yuri96643070  頑張って！！@ya_ya_ya_no  頑張れ!"!@tiro_tiro1115  ファイト @naokoara2  頑張れ！@Michilina999  ボルタNEO) が 1,111mのロープ登り世界記録に挑戦# 成功を祈る！
@kitori2017  頑張れー@ruunaram  エボルタ頑張れ！ @syota_in  エボルタくんなら出来る！頑張って！ @8nizakana8  ガンバレ！@kazup423  ガンバレ@tamara_nai  がんばれ！@piyoko1981  がんば
れ@gayatan726810  頑張れー@cat2982  がんばれエボルタ！@R33gts4Kai21  頑張れ@seizon_in  応援してるよ！@moto_mukku  頑張って。@HekkunMTNY428  頑張れー'  @FX5U84K85s2neVR 
頑張って+ J + ！ @kazuz999  頑張って～# @CHEBONPOM  成功信じてるネオ@akepon3  がんばれー！！！@USnhGSbMGOq75P4  がんばれ" % 0 @fu_fu1988  応援してますよ@maomao332 
ファイトです"(｡•ω•｡)!！ @willkin_and_son  がんばれー!!(≧▽≦)@mei_koha  頑張ってー/ 記録更新してねJ @minaho8823  頑張れ$ 水泳も凄かった！！ @iZrIe8PbA7bPMxx  頑張れ～‼
@kuma_kuma723  頑張って！ @yuholicster  気合いだー@OOgbgnY4JoGnWzP  応援しています。！ @GJJcdzopcD9bhNu  期待しています0 @rosebara55  がんばれ！@chiharu2tree  コツコツと頑
張って！@mari1212r  すすめー！@tetoteno_kabu  世界記録まであとちょっと!!頑張れー!!@4y8z34be88Fb6Wy  頑張れー-  @sakura0323  エボルタくん頑張って～
@UDFgUt3yKTmIrMW  頑張ってー！！@yuyuyu_000888  頑張れ$ @papertiger174  どこまで行くんだろ？頑張れー！  @4lci  がんばれー" % 0 @gachikn2  何か…
頑張れ！！！！！！( ﾟ∀ﾟ)o彡゜ @Lara_S2xxx  もうちょいだ！！頑張って("!•̀ω•́)! ファイト！@ERNBPxT6lHCE3hY  頑張って@96a65af983a84d4  頑張るんだ"( ‘ω’  )
!@cZDc3Js3TNi6o56  エボルタくんの努力は日本の技術の明石！@L9uJMyex5I1ihaw  イケー！@yoyoshirokunar1  成功を祈る@KK13528160  p(́∇｀)q ﾌｧｲﾄ~♪ 
@7GNucxkff8gQviL  頑張れ@Fj1qcJdJOZGwKns  長丁場頑張って！ @TeamTOMORROW  ファイト!@gana999_st  頑張れ～!!@karinchannnnnm  生放送見て家族で
応援します！！ @KATAYUDETAMAGOD  頑張って登ってp @tibiasami  ふぁいと！ @singalong_with  がんばれえええぇ！@kachiixxc  世界記録! がんばって%
@getpoimo  エボルタしか勝たん！ @seraphim_asuka  頑張れ@hatena583  ふぁいとー@Torajiro_o  登れるに決まっとる！がんばれー。@pichiska69  NEOくんな
らやれる！どこまでものぼれ～' @wakkyman  がんばれ～@kappa7shin  のぼってのぼって頑張れ！ @Machi26657943  頑張れ！応援してる！ @a__y__u__3  がん
ばれーー！！@erica29_k  頑張って"(!""*)!@YpC_24  頑張って!("•̀ㅁ•́")�$@IhnJPqlhOTHaGoU  頑張ってね、エボルタちゃん* \ q X @xZFQ86aI07cFjQM
頑張れ# @u847125e  パワー全開で頑張れ！ @KOTO72595819  ファイト@rinne5jp  頑張って！@risu51707209  きばいやんせね！ @jotam0128  がんばれ！！
@giv7k  ふぁいとー！@yurufuwamasana  頑張れエボルタNEOくん@la4vhKEC9MJdP8J  がんばってp(^-^)q @tukiuja  頑張れ～( @sakura25251  クライミング
がんばれー！@hana_zo333  目指せ1111m！@7mZbM92GOSv24uv  頑張って～' @ma_mi3760  頑張れっ！@sora_mame_OO  ふぁいとおおおおおおお(゜▽゜*)
ﾉｼ　@kenshokari  がんばれ～！！！！！@manushino0  頑張ってくださーい@yukatikou  勝つ！ @vcard072  ファイトA @chilla42030201  ふぁーいと！戦うNEOの
ことを！戦わない奴らが笑うだろー！@sakuroncho  頑張って!@9Vrszej4mkwyXbq  頑張れ！@d_crusher  フレーフレー@motokanegon  エボルタくんがんば
れー( ！ @ymgcyi777
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ふぁいと！ @naranoabaresika  頑張って@723__  がんばれーーー！ー@sumihatake  応援しています@sakiron113  今回もチャレンジ頑張れ！@pepe83164503  頑張ってください！ @choko144  ふぁい
とぉぉぉ# @ochamaru_3  がんばれー！@n_sokari  エボルタNEOくん頑張れ～！3 ! @nkhy26  頑張って!@wataru0064  ファイト！ @bebe_neco  ファイト一発@pHGJfD1UFdFtuun  新しいチャレン
ジ応援してます！@akikkkk  エボルタなら、絶対にできる！@keitamamama  頑張って@shizuken7788  ファイト+ ' I @7qyVXzN56abmjm6  頑張れ @REDS_Tigers_aka  エボルタNEOくん頑張れ！ 
@mi_tam757   がんばれ！@sora570  頑張った！ @9miku3  頑張って @kab100jp  頑張ってー！！！@r_tnbt  頑張れ頑張れ* @hinatan625  エボルタ覚醒！ @donttwittoolong  いつも思うけど、凄いなー
きっと成功するさ$ @naopkun  頑張って"( !)!! ! @hachi1286426956  がんばれー"( $ )! )*＊・@yuno08asu  頑張れー！@a_chan_world  がんばってね！ @kamekuru2  エボルタNEOくん、前回
お台場の時は現地で応援してたよ～今回も変わらずに応援してるよ～(◉▼◉) @RoboRoBoHoN1  エボルタくん頑張って！ @sakura1221_19  がんばれ！ @kame_kuru1  記録作ってね@hanapapa87  がん
ばれー！！！！@bado20201  楽しそう! 頑張って～% @chizurusan  がんはれー @milkyway1115  がんばれーーーー@lucky58mo  記録更新！頑張って@furuaya1251  よし、世界記録作るぞ！！頑張
れ！！@shoushou1951  頑張って下さい！応援しています3 @hipyorapon  やれば出来る！@0203_non_non  今の記録をうわまわる記録をだしてください！@6262790  やればできるよ！エボルタくんな
ら！@hisama2t  good luck!!@chaoem  がんばれー！！% % %  @5fNvDRSYStVuMet  頑張って!!@DORA101000100  がんばれー！応援してるよっ！@kaohirosan1305  エボルタくんのチャレンジはい
つ見ても感動するすごさ' がんばれー" % 0 @ue_desuyo  やっほー！@berrynu1239  登ってる姿にキュン♡がんばれ～！ @hai_shisaa  毎年応援しています。今年も頑張れ！！@shi77789te  応援して
ます！、みんな頑張れ！ @Verdy_Juri  ちびすけがんばれ！@muraaja  毎年エボルタ君の挑戦見てるよ！今年も頑張って" % 0 @mizunon_c  のぼれー！@anju12321  エボルタくんがんば！ 
@manekineco13  がんばれ～!!!　 @ume08880  応援しています3 @hiyokurumino  可愛い～、頑張って4 @maki_11_  頑張れーー！H  @nekoya_shima  ガンバレ♪@eich8520  がんばー @pinoki23o 
頑張ってT @misako129218  ファイトK J K ！ @nao5575  頑張れ！@mvUxxb96sFfHQK3  コツコツ頑張らないとね。頑張れー"("́0`")# @yoshiko0320  トライアスロンのを見たことあります。本当
にすごい！エボルタ君がんばれ！@asakimu3  1km以上も！チャレンジ成功をお祈りします @aquasui_sub  すすめぇぇぇい@miray0322  がんばれ！応援してます。@hidesoehi  頑張れエボルタ
@dash182dash  頑張って！ @0_5_2_5  コツコツ頑張れ @yueda3  エボルタくん頑張れ！@tear_rose  ("•̀o•́")# FIGHT☆::@threemoon232  目指すは、世界一！ @kouji11176644  頑張れーby息子
@hellow_nicoharu  クライミングがんばってー！@shigebukuro  頑張ってください！ @rZJdZL27WJJ4URt  頑張れ！@Ryo56598326  がんばれ！ @Lock_Choco  ("•̀o•́")# FIGHT☆::@akapon2020  が
んばれ！ @OmuOmusanO  頑張って( @fRr8KAX4e2L9zOr  ﾌﾚｯﾌﾚ"( 'ω' )!ﾌﾚｯﾌﾚ@candyred3737  ファイトです! 　@mayaponunee4  チャレンジ頑張ってください！ @pakachan999  がんばれ
@zadie04179077  応援してるよ！@misak01010  エボルタNEOくん、頑張ってね♪@G09020903  やれば、できる！ @souayy21  頑張れーーーーー！！！力の限り！！@0n_non_non_n0  ガンバ
@tomo24444  がんばれ！！@kensyouaisiteru  多分大丈夫！行ける行ける！@schneehoeppli  ふぁいとーおお！@miyukin373  頑張れ!@seven867751173  がんばってね！ @kensyokensyoken  頑張れ！
見守ってるよ。@torisantomo  頑張れ！ @ukinkouiui  がんばえ@a7t2u4o0k  ファイト！@bz333bz  頑張って！ @tk68ak103_y  世界記録目指せr ！ @ay_1152  がんばれ、がんばれ、がんばれ！！
@PNt2lZSaAyUWIur  ファイト!@seimeinori  がんばれー、応援してます!@arare1235  頑張って@Sb1y7KIUPJUdNHZ  がんばれー！メッセージ届けー！！ @saanico  頑張れ@mimitatuki  「1,111mのロー
プ登り! 世界記録」頑張れ～$ o(≧∇≦)o@Yuzugos  がんばれ!!@zatouichi1973  がんばれっっ.#.#.#.#@togaritogari  がんば！！！ @naoko833  がんばっ･･･      ﾊﾟﾀｯ @BoourbonBon  がんばれー 
@kenchansukibai  頑張ってー！@YTA09261205  がんばれ、世界最長達成しよう！@tamano06151012  頑張って！@peony222  ガンバレ~やれると信じてます4 @yECHB0YNVOkgG12  頑張ってo(｀
^́*) @0913Chienoko  頑張れ@totoyam52  頑張ってね' @cuhvp800  ふぁいとー！@shion_ryuza  がんばれ！ @Shin110nudy  応援！ @KNSHOU149  エボルタくんならできる！@cocomimiyu  エボ
ルタくん世界最長1,111m目指して頑張って& チャレンジ成功を祈っています' (* ॑! ॑* )!*s t @r182923  応援させて3 @dream_ensemble  ふぁいとだー@fishfishbanana3  頑張ってください！ 
@takumaru9  ファイトだ！！！！！@Y1oJF045YcxH5Yt  がんばってくださいねJ  @barabb9  成功を祈る' 頑張って+ J + @Ranu9mN6SjU6WqL  がんばれ@nanomamsan  頑張れ！ 
@TKMYK278  ファイティン！@yugod_got  頑張って@kenshow_fun  がんばれ。君なら登りきれる'  @KcwflrRSeNrjyp7  ファイトー！！@716nonizi  頑張れえエボルタ君！ @ruri08akihar11  応援し
ます@misa_misa0404  小さいのすごいよね！ @yuki00483253  頑張れ*(°̀!°́)!A @MAYA83929250  がんばれー！@zbf20687  エボルタくん頑張れー！ファイトu ! ! @bocu_  いける！
@BLUEwon19085535  がんばれ！ @shoko_rume  がんばれ！がんばれ！@tinnytinny25  頑張って、エボルタくん！@sakitaka18  ファイト！@mjrb30251  可愛く頑張れ！ @tono0831  エボルタ頑張
れ！@tommy_t_chopper  エボルタくんがノボルたくん@LoveMonkey1357  頑張って; @melody_nika2  どんどん登れ！@wanderingpeople  頑張れ@yagi_yochan  がんばれK J K エボルタくん'
@ayumama03  がんばっぺ@Wanpacchin  ご健闘をお祈りいたします。 @cm_tes  ファィト@abab333  便利ですごい！@pito55ken  頑張ってー＼＼\\"( 'ω' )! //／／@yuzuki2940  明るい話題待ってい
る！ @takamikura86  エボルタNEOくん頑張れ～！!  @onchakuson  ふぁいと！@karaagechan_01  クライミング! 頑張れ! @mitsuna1222  がんばれ！@fujinofukurou  頑張って！ @yuyuyumiso 
応援してます！@ya_ago  頑張ってください！応援しています! @tumutumustone  頑張ってq(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@suzumya2017  達成できるように応援してるよ(*^^*)@marble_marble20  頑張れ！ハラハラす
る～ @0815Manma  がんばれー！@umecoumeumex  凄い @tttxx46  頑張って@NANABIG_HAPPY  がんばれっ！@kuraweapon  がんばれぇぇぇ@tsumugiii3  ビックリさせてください'
@82EwbriUhQwIWCS  楽しみに応援！@okzoUdWNX8g0KhJ  ガンバレ！@da_da0000  がんばって！！！@zPskPBnK3OcM0xq  1111m達成頑張れ！@milkteaxcha  がんばってね！ @l4ah0  頑張りぃぃ
@resa_tomichan  頑張ってね！ @mani753  頑張って～@yakkoyana  エボルタくん頑張れ( C $ @ErixwM  がんばれ！@seiner1290  エボルタ好きで愛用してます♡がんばれがんばれーv @rrr_jack9 
がんばれ！ @knwn724  エボルタの使用時間の長さはつけっぱなしにしがちな子供のおもちゃが証明している！ファイトだ！！ @aomamenotane  いつもプラレールのDVDで見てるよ！@nyacacao  ファイ
ト+ @10251121  エボルタくんガンバレ% k @momosuke0111  がんばれ！！ @coceenote  頑張れ！@youchonmama  世界記録挑戦？頑張ってね！！ @hiro_mi_desu  ガンバレー$ @_5_Angel_  ファ
イト# A @s3j17ayy  がんばれー！@somayui3  世界制覇だ' @KIRIGAHARA  # # # @sally_paranoia  頑張れ～君なら出来る% @moroyamazumi  ファイト' ！ @maotooooo3  ファイト！ 
@saffrondesu  がんばって(*́˘`)♡@ha_ru_0801  また記録更新だね！ @HIB1QklHIANpquw  エボルタくんファイト"@riiiina2323  頑張れーーーがんばれーーー！ @ANKINA123456  がんばれ！
@kero2pulsar  がんばれー@mizunatask  ファイト！ @nynnyn4545  エボルタくん頑張って,  @szlmWzy8tHcFySC  1111Mがんばれ* * @bHoEb9Th7o0psQh   頑張れ@nSgcd3olWoftU4Q  エボ
ルタくんがんばれ～3 - @_chouchou37  頑張れ！@shitolon  頑張って！ @maryohei  影ながら応援しています。@yasuo_takahashi  ファイト！@_mm___mmmm_____  挑戦あるのみ@cocoadaifuku 
ファイト/ @daifukucocoa  頑張って！　@doratora8311  世界最長頑張ってT @yuuri68966498  陰ながら応援していますH @himimaa3  がんばれー！ @nikanika08061  チャレンジあるのみ'
@himimaa388  頑張れ4  @hide3chanmen  がんばれ@goya58nana  がんばろう！@nagaiusamimi  がんばれー！@erinyuso  頑張れ～! ! ! @steppin_mori  頑張れー# @robinribu  3 がんばれーーー
3  @414_pon  気合いだ@pastesh08  1111m到達> 　エボルタくんなら出来る(/^-^(^ ^*)/@suzuemon0000  がんばってね！@brulee_ks  ちっちゃいけど、がんばれー@rinyuian  頑張って下さい！
@suzumizu442824  努力は必ず報われる！ @qJbMLBRl4Tju2C0  更なる記録更新を！ @qHWlLmc8B5jq5Jt  頑張れ！@470kasaw  今回はクライミングか～！がんばれエボルタNEOくん% 3
@katsu_don5959  世界記録目指してがんばれ！ @nanamaru6  がんばれー！！！ @_mikku_  世界最長！！！ふぁぁぁぁあーいとっ！A  @nyan2_gao  頑張れー！！！！ @ayusyoumama  スゴイ！！
@qvhz3iCj4hZGlOX  頑張れ！ @kumelong  頑張ってくださいI ,  @maachan004  重宝しています！@hieisharaku  頑張れ@abc543abc  NEOくん、がんばれ！チャレンジ成功を信じています！
@qUJEfwasRRKpgDM  世界最長ガンバレ@KenSyou_Oubo  ファイト+ ' @mamagirl115  よっ！キングオブロボット" @mame42195  ガッツだぜ@maki_819  がんばってーーー！！@ha_inu8  頑張っ
て@jiroda777  エボルタ、気合いだぁ～T  @chibita4649  また東海道やらないかな??♪ @rala16430538  記録作ってください" ! @mr_enbashira  ファイト@MIKI03662280  エボルタくん頑張って！ 
@mona4351  がんばれ♡@ponpon07kt1  できる!@gindako7  ふぁいとー @Taka121719  頑張れ！ @xxx_artemis_xxx  頑張ってー！ @mari_xs  がんばれーーーー！@eWAWFh98wfnN98Q  ファイト 
q(^-^q)！ @No1Tenmon  頑張れー@iorio__san  頑張れ@yam47931735  がんばれー+ ‼@lucky6_6v  水泳も山登り(崖？)もずっと応援していたよ！@wasabi_suneo  ファイトーー' (•̀/•́)! 00 
@Snoo_peace  コロナに負けず頑張れ！@milk_candys2  がんばれ！@knso20  頑張ってください@176natsumi  エボルタNEOくん頑張って# ! @pipirupiruxx  全力で応援してます！ 
@ASAMI28405146  ファイト！！ @f12dZnTwF2GQmTa  がんばれ、！！！@llamambo  応援しております！ @mit_o_  頑張って@knoajnio  頑張れー！ @kogepandaaaa  がんばれ～"("•̀ω•́")!
@emrinmama0710  頑張って～w @juntsubuyakanai  がんばれー！ @kozu000  頑張ってください0 @puuu_uuuq  応援！ @mayupapa369  がんばれ！ @sanrenfa  乾電池の力で登りきれ！乾電池2本
で1,111m はどうかな～@soudanshi  がんばれー！ @imo0313  がんばれー！@oQlV3FDOUbmoAWx  ファイト～～+ @777dorayaki777  エボルタNEOくん頑張れ～K  @kuriimuchizu5  頑張ってくだ
さいA @whEhpcbY27X8z7m  記録達成しましょう！@lzgil9v  いけー！ @taraimo55  頑張れ私の腹筋！@eririn323232  頑張れ～( ́∀｀)@sakanako51  がんばれ！ @ranranranko2  エボルタ幼稚園買っ
たよー%  @ko5ko5roro  ＼(^_^)／＼(^_^)／＼(^_^)／！ @ririri010131312  NEOくん、絶対成功する！！ファイト！やればできる子だぁ～！@no16331633  世界最長目指して頑張れ*(°̀!°́)!
@lucky7chachacha  NEOくんロープ登りの世界記録が出ますように( 娘と一緒に応援しますね_ @nyanko358suki8  頑張れ！@1_flowers  がんばれ@hiyokocan1gou  頑張れ3 @ponmama24114279 
いいね@tetsutetsuei  欲しい@nvW28jfVPgHHlmI  頑張ろう@YvPWV6BxTWYlxWg  チャレンジ楽しみにしてます@tokutokus1  がんばれ" % 0 エボルタ君@ririminoyuta  登り切る姿が見たい
@dai6tenhazyun  ちっちゃい体で1111m！エボルタくんパワー全開で突き進んで% ! @30_comehappy  がんばって達成して！@Tatsukensh  挑戦する心がけがいいね！ @kensyouyouno2  エボルタくん
がんばれ！宮島を泳ぎきった君ならきっとできる！　@RoseYellowrose  無理ない範囲で頑張ろうね！ @kensyouyouno  頑張れ# @MOUTA2021  ガンバレー！@okada_0kada  心を燃やせA
@0416_37  結果が楽しみです～記録を、伸ばせるように、頑張って下さい/ @anankukudayo  ファイト@masumi20658388  ファイトA @maikosandan  記録更新頑張れ！！ @west3254  力をだしきれ
(*`･ω･́)  がんばれ*(°̀!°́)! @piraniapi  今年のチャレンジも応援してます毎年、過酷なチャレンジですが成功に向け地道な挑戦を見て感動させてもらってます @NeoTGSh  がんばれ、エボルタ) @alreco20
頑張れ$ 世界最長' @fumiiru  エボルタNEOくん頑張れI T @renren271218  プラレールに積んでみたいお@sra03092  ふぁいと@iiichan13  ガンバレ3 ！ @diamondred44  頑張って登りき
れー!!!@maruky_maruky  1,111m登り切ってね# ♥ @akogare2020  エボルタくーん、応援してるよ～o(^o^)o@dbIFZ4xIRbVtVpm  ファイテン@saveforest_with  がんばれ@nikocamera  頑張れ～#
応援してます* @MaiH1215  頑張って" % 0  @rima3mito6  頑張れ～！ @m_miffy  頑張れd " J  @yuikita2000  素敵な時間になりますように? T  @kyogoku0723  いつもチャレンジ応援してま
す！ @mido_mama  頑張れ@nijinokuni07  コツコツ進め～！ @wAFxhv2kou9NHZy  頑張れ！@38DCTTYM441  がんばれ！@shinaxy  頑張れー' @kaka6974  記録達成！@hideking00241  ファイ！
@Achiro1234  頑張れー！ @22rimarima22  エボルタＮＥＯ君、やればできる！@CIMATYPE2  頑張れや @uratakusan  がんばれー！1111T @noip41910  がんばれー@g0212amesupi  可愛いだけで
は無いのをみせてやれ！@YAMACHAN3SEI  頑張れー！！！@kyunDESUsai7  がんばれ@wawatango  息子もエボルタ君大好で応援してるよ- エボルタ君の電池のパワーがラジコンでよく分かってからは本
当にお世話になってます! @kirakira1604  がんばれ～@raz_schiclo  ふぁい@hrokawari2  頑張れ～！かわいい！@RISErise777  "(">∀<")#♥Fight♥@loveny1617  頑張って！ @milkpoohLOVE  記録更
新期待してます@HKen51  頑張れ～# 4 - ! 3 (  ･/･ )!"!゛3 ! - 4 #  @tck_cc  頑張れ@tamatyan10  頑張って? ! @suikawari530  頑張ってね＾＾*@nyankoma21  頑張ってください！ 
@milky_8787  がんばれー@hal22639  頑張れー！@monkichi7  頑張って！@GA25VcAwqidrfSO   頑張れ～エボルタ～@beadsbox1  やればできる' @h30628  必ず達成できます！ @7k7mieko  ここ
が正念場だ！！@mVH8WvaNXqKycOW  新記録に期待しています @9march9  がんばれ3 ? 4 ！ @pinkdia23  楽しみ@kiwigreengold  がんばれ！@hinatanohiromi  頑張れ@AA9T9LtTuaFqctc  えい
えいおー！@kentychans  1111@poyopoyoto1  エボルタくんならできます@ponyorin1010  1111m!!がんばれー！！@kumiko0419  がんば@koke1048  がんばれ@sarasinas  ベストを尽くせますよう

にu C がんばれA   @elmokun  いけいけぇー！！@yukaaa777  がんばれ@tomochee_i  最強の電池 @iidai2010  がんばれ！@tomo00625120  想像つかなくて
面白い！頑張って！@nico19283765  1111mクライミング頑張れー！ @kryo12010309  ＮＥＯ君頑張って！小さい体で頑張る君が大好きです。いつも力をくれ
てありがとう。応援してます。 @tomo3628yu3786  がんばれ"("'/'")# @taka14tomo  えいえいおー@maripopo331  世界最長！@kumi_d  頑張れ～
@asdteqtuhcztujb  頑張れ(｡･`Д･́)@QUSQHV121  ✿@maripopo37  がんばれ！ @wa19ka  頑張れ' '  @1aaEFHBN44O03Ud  がんばれ！
@jasmine_peko  頑張ってね@QUSQHV12  めちゃくちゃ登れ～！！@0sush1kun  エボルタがんばえぇぇー3 長く長くもっと長くーー' @cocco_0101  が
んばれ！エボルタ！ @atarihazure_RTM  たのしみ！頑張れーJ @111memememe  がんばれーーーーっっT エボルタくんT @sakura2276  エボルタ
ゴー！ @kazuo1106  ☆ガンバ☆ @uk_earth  エボルタ君頑張って! ! ! @yun_m_0213  NEOくん、頑張れ！@hisa_chan6sma  可愛い！頑張れ！！
@chiyo0828  天まで登れ!!　 @rawajika  がんばれ！ @komaikmi  クライミングチャレンジ応援してますH ! ! @cosmery_  頑張れー！T T T @XgTeso  
ロープ登れる！絶対登れる！！@sakuchan151  いつも凄い！今回も出来る！！ @sugipaya  Fight ! "(!""*)!@R_Chqn_x_2O2O  ふれっふれっ! @jinjin5513
頑張れ！@campaign_tweet_  がんばれ @sakibon0617  がんばれ@tvxq_hp  がんばれ! @aniani1008  チャレンジを見るたびにやっぱり電池はこれだな$ っ

て買っちゃいます! 今回も頑張ってね' ！ @momohaneko  頑張れ～！ @angelblack211  応援します！ @ariueradio  登れると信じてるよ@matu_yama_  ク
ライミング頑張って！@tanikodesuv  がんばって！@Su28_uni  頑張ってください♡ @Harut0_love  ファイト！@suzu_sky28  最後まで頑張って@onigiri4030
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エボルタ最後まで切れずに進むのだ# @akkachan0821  がんばれ～@Gd4Sv  NEOくんがんばれ！@sky4028su  がんばって！！@8F67t  頑張れ！ @RMYX4RInstGfzdH  頑張って' @Tubeiii  頑張って
ね！ @kepipita  電池の力を応援しまーす！頑張って！@kurobe5050  根性# @To317Masa  ファイト！！@Maaai21897017  毎年毎年ご苦労様です@kuroshirokibi21  頑張れー/ ( @hihi_roro_mimi  
頑張ってね！ @tarokaet  ファイト～！！！@kumamama55  ファイト! @marindoragoon  頑張って@ponko14  がんばれ！！@kai04175  (●'д')bﾌｧｲﾄです@Rin0127_Rin  チャレンジ成功してほしい！ 
@Hitomin0624  かわいいけどスタミナあるよね@c50bn8  がんばるんだ～！ @kanshirin  頑張れ～応援してるね。@shionhiro  ファイト@mintochan1234  君なら出来る！ @renge1234  がんばれ！ 
@emimamata  がんばれー@aaa73750790  クライミング出来るの凄い。エボさん。@mamamgogo12  がんばれー@kn20111257  ヽ(^ω^＼)( /^ω^)ﾉ7 ﾌﾚｰﾌﾚｰ@mahironbaby  ハンカチ用意して応援し
ます！ @8_maru_2  クライミングがんばれ@upuppoooo  期待してる！@mikan_beginner  記録目指して頑張れEVOLTANEOくん！！「@44pFhOoa11BtXAH  応援してるよ@desufi1  がんばってね！ 
@jOiDrNVj51ganHl  絶対できるS @conpalu  頑張ってo(≧∇≦)o@kirichan_naomi  頑張って" % 0 @yumittiman  頑張って@kira62052374  頑張って！ @hirotanpanda  がんばれ！ 
@Zkv9p8IdrXbp3jq  頑張れ頑張れ@dear_babypooh  ファイト！@Z5Z9CgEuqHybcmA  応援してるよー！@VAssJqz35wcjm7u  頑張って@nekopan17  大変だ～、がんばれK J K
@tontan_chinsuke  頑張れ～@apple_candy222  やれば出来る。FIGHT！！ @lina17889401  がんばってー！！！@chika060102  頑張ってR @Sunnyh30383031  がんば！@tommyaries1225  イチニ
# イチニ3 イチニがんばれ@thankyouhamada  ガンバって！ @komiki423  がんばれエボルタくん' チャレンジ応援してます% @88manmaru  頑張ってね＼(^o^)／@hkhkkairo  ファイト！
@bobochan_mam  がんばれ！！ @yuuki2603  NEOくんガンバ！@neko_racing  ファイト～！@rivu02  がんばれ！@sisoytuchica  エボルタくん！頑張って～ヽ(^0^)ﾉ0  @sas_0515  がんばれ
@xambula  がんばれー！ @YziL2  ファイト～' A @753_mahalo  エボルタNEOくん登りきれ！@nanchan_24  がんばれエボルタくん！@Aloha97986438  がんばれ！@5r4OLLr3FwhuQ8c  がんば
れ！！ @nasum0929  頑張れEVOLTANEOならできる！！@runya424  ここに応援メてね！ @t_m_koo  世界最長1111mクライミングチャレンジ成功を祈ってます！ @AONe5btdjqCokyb  すごいね！頑
張れ！@omura_atari  頑張って～' スタミナたっぷりあるもんね。@pin_1005  エボルタNEOくん頑張って～！ @mtasaki967  楽しみにしてます！ @ahitokira  FIGHT!@minidora_24  すごい挑戦！頑張っ
てね! @akane_skgc  頑張れEVOLTANEOくん！！記録更新だ！！@taichikin212  世界記録頑張ってください#  @BOSSyuuyuu3333  頑張れ！ @konkonsanba  頑張ってp(́∇｀)q ﾌｧｲﾄｫ
~♪@hattari__kun  ファイトー！@kimishita_1  ちょっとずつでも確実に進んでるよ！頑張れ頑張れ*(°̀!°́)! @jyaian_princess  頑張って@15yuyu02  がんばってー! @kroketsoba  ファイ！ @hosomin0  エ
ボルタ！ファイティン！@mamachinikoniko  頑張れ！エボルタくん！ @koppiappi  がんばれ～！ @ume08880  がんばれー！@rara12040  ガンバレ@uma_oyaji_japan  世界最長記録楽しみにしてるよが
んばらー！ @isayuchan  楽しみしてます！頑張れ！　 @hiehieshampoo  がんばれー！ @poohl0veh0ney  頑張って0 @wasa9978  凄い挑戦Y NEOｸﾝの底力見せてやれ！@key_1108  がんばれ！
EVOLTA@e3K1sezVOVSFlwm  がんばれ！@okayuclub1  エボルタおめでとう@kabbasaaaaan  頑張れEVOLTANEO君、ならできる！@taichikin517  好きです)@1HeQ8JfGjuk6qCD  頑張って% !
@ryotan230906  負けるな！頑張れEVOLTANEO@taichikin0619  エボルタくん、がんばれ～！ @spring_6002  記録更新できると思います！頑張れEVOLTANEO@taichikin2007  12時間もやるんですね！
がんばれー！！@kuyamu1  目指せ記録更新！やればできる子！ @pakupaku_hiyoko  お世話になってます@tangled_3190  エボルタくん、がんばって！ @yu__3104o  　頑張ってね！@hanamomotarisa 
エボルタNEOちゃん頑張れ# @isyumi  記録を目指して頑張れ！EVOLTANEO@taiyaki86291914  頑張れ～>  @uababy_l7  生放送ふぁいとん！@tentendondon10  ファイト4 ！ @hiyokonbu123  頑
張ってください@nya2544  いけいけいけ！がんばれー!@SdslLuNex95f2so  頑張れ7 - @gakeppuchi_non  がんばれー！@ryoncolate  偉大な一歩に向けて頑張って" % 0  @mocyoremocyore  応援
してるよ3 3 ！@ponkichic  頑張れ！@ebifly_shrimp  がんばれー！@shirokuma_lucky  頑張れ！！！@brook0316  がんばれ@nyamake  NEOくんすごいY T がんばれーT @cfiload  ふぁい
とーーーー！@ninotyan_cc  すごく楽しそう！！応援してますね！ @minmin32k  q(^-^q)q(^-^q)q(^-^q) @tukiuja  今日もファイト @YdBeans  すごい！がんばれ！@takeponagi15  頑張れEVOLTANEOく
ん！！@taichikin125  頑張れ！ @sumiyo75987491  エボルタがんばれー！@hiro0913m_r  １，１１１m!!がんばって！ @151haru5  すごいチャレンジ、頑張ってね4 @fujiwara727  エボルタNEOくん！
ギネス達成目指して頑張って！応援してます！@toshibowie  がんばれっ(! •̀_•́)!' @aa827968560  エボルタくんが大好きな息子も応援しています！@jaty724ksj  がんばって！ @yrcurWKBb7FSRvI  のぼ
れー！@uminari_konkon  がんばれ～? @sakuramoon6  電池の力ってすごい！！！ @miiiiiten  クライミング成功！@R430429  ファイトです！ @tomi7413  ギネス記録を更に伸ばして欲しいです! 頑
張って" % 0 @direngrey575  頑張って下さい！@tamatama3977  頑張れ～！o(*･ﾛ･*)o@taichikin0929  fight！ @haru15milk  イケイケ!@SdslLuNex95f2so  チャレンジの成功祈ってます @okishikiya 
がんば！@kazu1975kenken  すご！がんばって！ @konata0102  君ならやればできる！@manekinyannyan1  がんばれ！@kodamachan__  休まずに一歩一歩進むエボルタくん！その姿に胸が熱くなりま
す。エボルタくんの勇姿をガンガン応援します！進め！@ktnhk2z3nk3  ファイト+  @narumimorita   がんばれー+ ' @yukityan0802  チャレンジ成功をお祈りします！ @tRPGVNVmJCp0bUZ  がんば
れー！@PetitOyabin  頑張れ% # ! @HSgame0  応援してますね！ @9miku3  エボルタNEOガンバレ・・・・！@rcma22936  がんばれ！@pooh_ys  がんざれ！！！！@4X7BXU1sTvp5d5g  がんばれ～
x  @Azuku_f00  がん@rossikun  がんばれ！目標達成祈ってます @seychelles_cafe  頑張れ！　@haguremetal999  がんばれ！ @kurin34  がんばれ* @no_bibiman  がんばれy @yamada81y  生放送
楽しみ！ @happyeripyon  長持ちエボルタくん頑張れ～z @MaroHappy731222  がんばれ！@mamezo1002  一歩ずつ一歩ずつ着実に！@aibesan  1,111m世界記録目指して頑張って！@UGS__327dh 
登れ登れエボルタくん@mizu1663  健気に頑張るエボルタネオ君！全力で応援するよ/ @robohon_maru  目指せ！世界記録！頑張れ～A  @kiyoppap  今年も成功するぞ@chuhi99  頑張って@wataru0064 
エボルタくんなら大丈夫！ @V1gEc64mY7tSPMz  You can do it! @yuuyme  ファイトー！ＣＭ見たよ#  @edvEVGwj8VJQJFK  頑張ってください(*^-^) @XJ0Y7Vg9WsQk2kI  NEOくんがんばれ#
@nevadillo_lanco  電池切れないで！@blue_moon2159  いっちゃえ！！@Osusume_Shoukai  頑張って% @kobi2_y  > @miitan_0719  NEOくんだいすきだよ! 今回もがんばってー%  @ryusei_sora 
頑張ってエボルタくん @UvFK5ohlTRxmZzs  頑張れ頑張れ！ @poimubike  がんばれ{ @fuchimichan  エボルタくんならできる!!@maya_rate  がんばれ！@kazami_chicken  世界一目指してガンバレ！
@Kensyo_Natto  «"(*́ ! `*)#»ﾌﾚｰﾌﾚｰ♪@10mamaru  毎回過酷ですががんばって% 0 ！ @brangelina163  頑張れ！@chiptipchip  頑張れ！！@milk0925  頑張って！！ @ZosX23WV4NSk0nt  電池はやっ
ぱりパナソニック！@383L8tUBZ6Atqss  えっ、すごいY 頑張って！@Bremen101  エボルタNEOくんなら出来る！ @foochan3974  毎年楽しみです@zaxa55  イケイケどんどん！# @0417md  NEOく
ん最後まで頑張って!!@u3tmnipcmmIgFXT  頑張れ！！@kinsyukowai  半日の生放送！世界最長クライミングw 圧巻の1111㍍応援します` ! エボルタNEOチャレンジ!  @borntolove77  達成出来たら凄
いな!! @shima_hiroshi  ファイト、エボルタ0 @chintan588  頑張って, @sac416  頑張れ@eki1126  頑張れ！ @55peacelove  がんばれぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ！ @mama__o_o__mama  東海道の時から
ずっと応援してるよ！今回も頑張って達成してね☆ @mizu_sa  がんばれA ファイト# ！ @dorayukikun  エボルタくん！君ならできる！！@buccii6  がんばれ！ @QSs4nHZq9gtnFUH  がんばれー！
@sanancoco5  君なら出来るね！ @piyochan77  ファイト！！ @jonkopontamaro  がんばれぇー@raiyonchangao  頑張れー！@5ulvl1l23  チャレンジ頑張って！ @milk4222  応援してるよーーーー！頑
張ってーーーー！！ @almond556  いけるぞ！エボルタくん！！@7110tamako  成功を祈ります。頑張れ！ @FMtyouzai  がんば！@sasamisan0000  頑張れ！！@yIWq1MZeHzhfihP  君なら出来る!安心
して見ていられるよ!頑張れ!!@vickie_03  チャレンジ楽しみにしてます@kenshouchannel  頑張って@miho03012  毎回楽しみ@suzumeww  がんばれ@mariaya16  君の頑張りを遠くから応援します！ファ
イト！@sherlockseven  エボルタくんかわいい！ @mikidayo4  がんばれ！@TqopVb  頑張ってー！すごい記録になりますように! @tokotokosanpo17  がんばれエボルタ！ @0611taka0113  登れ昇
れ！ @atali_masu  がんばれ！ @sog1610  今までもいろいろ挑戦して成功してきているので、きっと今回も出来るはず！！頑張って下さい～(*́∀`)♪ @tkshsmelle  君なら出来る！皆が応援しているよ！
@taigareiriairi  がんばれｰ!!!(*́-`)(*́-`)(*́-`)// @daaaaako3  ファイト！@youmym111  数々のチャレンジをこなしてきたから行けるはず！ @rito0605  がんばれーーー！！！ @ENariai  頑張れ！ 
@maya_0310  がんばー！ @saigon_tokyo  世界最長記録目指して頑張って#  @happy_cecile  がんばって!　@Uni7171  世界最長達成楽しみにしてます＼(^-^)／ @L3OiGqtUGnccdDf  いつもすごいチャ
レンジ！頑張ってー!応援しています(  @LVNANA201806  頑張って!!!エボルタ君!!!ヽ(≧▽≦)/C C C  @tsubuanjam  がんばれ"*\(`•ω•́)/#"@asako_no  がんばれ！！！！期待しているよ～@5awa_j  12時
間はキツそう、、ファイトー！@me_yq7  チャレンジ成功のツイートを待ってるよ！！ @gkt2019_kumoha  頑張れー(́▽`)ノ@6inchgrub  エボルタくんがんばれー@inarizushi3510  頑張って！ 
@piichan716  がんば！@K_Niku  NEOくん、チャレンジ楽しみにしてるよー！@ishicoco  上を目指してがんばれ！ずーっと応援してるよ！@IZUMAH  ガンバー！ @smilerock6  大変だろうけど諦めずに頑
張ってね！！@Envoy_ss  がんばれー @gupon29  頑張ってねT  @arieru2310  がんば！ @dislika  ファイト+ ' @uuupiyochan  頑張れー！ @uyw6D2FeGIjvBKB  がんばれ～応援してるよ～！ 
@ume08880  世界最長頑張れ！ @mie9270  頑張れー╰(*́）`*)╯♡@K60839116ad  がんばれ！！！@Diva_extra01  期待しています！@nraigon1  頑張れ頑張れ@lDns0wtPwyBNOjr  がんばれ！
@mikenekonopiko  記録達成ガンバ@61campe95cam38  成功しますように！@akaashi_1031  がんばって！@GhostSwat_Mask  がんばえー！@mi6925216  がんばって@xxx_artemis_xxx  NEOく
んーー! | 頑張って' @shell48652759  頑張れー！@RockdomLED  いけ！@nicekazan  世界記録達成頑張って！@5ulvl1l23  エボルタ君好き!@BcP5d  頑張って@723__  頑張れー！！！！
@mariri09270  期待大！ @mimis1000  がんばれ3 @NiHtrw  がんばれ！！！@KyNB2ghNh25CCiH  ふぁいと} @JSnqeh3oZFWnJu3  頑張れ！@knm__76  登りきれ！ @monorins  頑張ってください
@bag430  ファイト！ @0_5_2_5  ガンガン頑張って！ @pcvrz01p  ガンバ!@ksk_n0  頑張れ!!エボルタ君。@k_bishamon  応援するぞ！ @shm085  ガンバレ！ @honor6pcvrz73p1  がんがれ！ 
@umi1banr  ふぁいと@tanakakobuta  応援してます！必勝！頑張れネオくん！@marumikirakira  頑張って@clover99111  また沢山の感動を君から貰いたい。@Ikuji090  エボルタ、ファイト！
@ayano030114  毎回スゴイ挑戦、応援してます @TTommy88  頑張れ！@hyjusg  頑張って@17tsuna  がんばれー@WheelWhale  おはようございますq(^-^q)フレーフレー全身全霊応援します(*́∀｀*)尸
"q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@6dFg8Lqv6WqWe50  頑張れ' @hayatontonmama  気合だ！ @matatabi987  とにかくチャレンジ成功を祈る@crimsonisland4  頑張って@st_glucose  頑張れ頑張れ3
@yuuri68966498  頑張って@InomataChiharu  頑張って@kamekoess  頑張って！@sarisar77593495  頑張れ～@kame_kuru1  頑張って@kame_kuru  エボルタくんなら絶対やりきれるって期待してい
ますよー！@hapico216  頑張って@kamekuru2  エボルタくんがんばれー！# z 9 @maruhiro  ソイヤS @iksd12  エボルタNEO頑張って下さい！私も頑張って仕事する！！@8888Tsubame0000  がん
ばれー！！！@haru_saco  頑張って！@_Lemon326_  ふぁいとー！@nyan2_gao  応援してるよ$ がんばれ'  @lego2587  頑張って @Ma98709870  ファイトー！@BananaCake0018  頑張れー！！
@chika060102  ファイト！ @sun_flower_koi  電池で動いている事を忘れるくらい頑張ってくださいね！ @ycJCQhtMV79Kfcy  頑張ってー応援してるよー！ @nana07587835  頑張れ'
@Senbei__Senbei  頑張りましょう！ @chie0731snoopy  NEOチャレンジ、いつも楽しみ！！ @debifjn  がんばれ！ @reirei001111  クライミング頑張れ～!!@agnes74tachyon1  ファイト一発！
@GWgbE3ruXyGE2bg  天まで駆け上がれ！エボルタNEOくん！@kurosiromaru  頑張って3 @mar_inspire  がんばって～Y N @tamago0280  がんば！ @asayoo2  大好き！ @takuchandayonn  がん
ばれ～！！@snowlife__  頑張って！ @kgm_ku  頑張って4 @satosi2019  負けるな頑張れ！！@JJfziU0zfPBRYg8  頑張って！！@shun_GAMBA_109  応援してます! @sasaminohonnki  期待していま
す@honegaitai  頑張って＾＾！！@hhhhhhhirom  がんばーれ！がんばーれ！ @KAGA20110515  負けるなーー！がんばれ!@sumikkona14  がんがれ～@Kasshihi  子供もおうえんしてるよー！
@tsukiusagi_moon  頑張れー‼@JRireru  ガンバレ！ @27103075  ファイト！@pHGJfD1UFdFtuun  がんばれ！ @cosmo11241124  Fight!@M_Knoooo  頑張れ@6AlPDG9VuNN2AhQ  がんばって！
@rurarans  ファイト@pu_1224  エボルタくんならきっとできる！@sakitaka18  頑張って♥！ @kensho_1210  頑張れ！ @hiromicochan  ファイト@DaaaiCE1019  期待してますよ～@koh_tan_SR  が
んばれー@masa3373masa  全力で応援しています！@ASAMI28405146  がんばって～/  @caffelatteamore  省エネ社会に貢献して！ @yFo0p8PMv8Jmoks  小さくても世界最長！頑張れ
@pbN8kcscPhj7aRw  頑張って！@aaaaeritama  ファイト+ @W4MJTFOvh3cHCnz  ゴーゴー！@masumi20658388  いけええええ！ @kinu711  信じてます！頑張って！@neko_ni_dash  頑張って
@lucky4_mk  がんばれ@tkmy21th  諦めないで@x1AND1zXQhQfflx  がんばって" % 0 @bWXRKzuJezaILTX  がんばれ！　@shellie8181  (*ﾟ▽ﾟﾉﾉﾞ☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ　 @DNA_Odyssey  ファイト@takasaita
ファイト！ @chatagreen  ふぁいとーF @3QdG44U2WQVxDFW  がんばれがんばれエボルタNEO負けるな負けるなエボルタNEO@34345rinochan  ファイトー！
@gnaEeHRmMOl1B7S  高性能で賢いエボルタNEOくん、頑張れ！！@rico777777  頑張ってください' @nonna58719223  がんばれ！！！！ @youxie5  ファイト～！！ 
@0520fujinori  応援だあああああ@kao_rin_go_75  頑張って@yy0929214  頑張ってください！！@0104ri1028ku  がんば！@Spoooooon32  エボルタNEO頑張って下さ
い！！@8888Anne1111  ファイトーーーー！！@kumatarohiroba  とにかく頑張れ@172148u  がんばれー" % @Lily08101999  がんばるんば@shibakentaisho  小さ
いのにすごい！頑張って！！@shimeji2019  エボルタNEOチャレンジ2021エボルタ君がんばれー@mokasucre12g  応援！ @asai1332  世界一を目指して頑張れ！ 
@daiku_co_jp  がんばれ！おいらも頑張る！@pm15620318  闘う人の歌を闘わない人が笑うだろうふぁいと@kirin1banbeer  ガンバレー！ @32533253  世界最長チャ
レンジファイトーT @manyanya03  がんばれエボルタくん！！@ro_zon1010  がんばれ！@jasmine_peko  がんばれー @milktea593515  がんばれー！
@misopotamia65  千里の道も一歩から！~ @meow_et  はいがんば@pato2k13  君ならできる！！ @shima_roba  頑張って'  @htxy0IdH1HqNwCl  がんばれ頂点
まで！！@ksrasu1  頑張って下さい！@104takahaT  がんばれd " J @hare_mama  いけるぞ！ @nekodiru55  がんばえーぷいきゅあーー@DX9NZyUqnE1Lvyj 
o(・`д・́｡)ヵ゛ﾝﾊ゛ﾚ ！@Antwerpen_001  がんばれ@NA8NpKXGvWw7KZa  目指せギネス記録@JIokIXzrHUxgneO  電池最高！@osyEFErFcPbWNcy  エボルタ
NEOくんすごい！がんばって！大丈夫まだまだいけるぞ～！@wadacchi_day  ふぁいと！@O7WGdLNzEFKl834  頑張って+ J + @maki_819  がんばれーK J K
@pop_pipi14  エネルギーを燃やして頑張れ！@takaenarin  がんばれ～(*≧з≦)� @sweets_love5  がんばって！！！@yu_kensyo_snow  頑張れ！ @type15mochi 
頑張って！ @shiroXkuro_usa  世界記録達成をお祈りします。 @myoga0927  頑張れ@sukinairohamok  頑張って@tamakigotou  がんばれエボルタ@S83808543 
君ならできる#@maya_rate  応援してるよ～I I @noripuyo0914  負けるな！ @nekomama819  がんばってね！ @himadanaa_y  無理しないで～！ 
@RsjGkw5vrzvAfIw  世界一なるんです！ @i_gold358  頑張れ！ @U44fhJ30pQBuGKB  がんばれ♩@kayo_2020  頑張ってね@cat2982  加油！ @izou_okada_  まだ
まだ登れる！まだまだ上を目指せる！@chochocho6778  がんばれー@vxBlYUJSxUtbYsQ  1111m頑張れー@melomelomelon30
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ガンバ@maroyakaanko  がんばれー！ @tsurarara  # # # # # # # ！ @39atareee39  テッペン目指して！ @juririn0519  ファイト@FUMIHIDEKUN  絶対行ける！頑張って' @ririnote  頑張って
@hakugindal  記録を塗り変えるのは君しかいない。念力を送りますね！ @tama271yama  がんばれのぼれー@0529aya0809  今年もエボルタ君の頑張り応援しています @kk129244  頑張れ@mimizucl 
エボルタくんファイトーっ！！！ @ViO5azu3ZirDfKS  がんばれ@zurupi1  がんばれー@tonton111111111  ファイトだあ@marchan510510  頑張れ！@ma0024  いけー！@hanaguromugi  エボルタく
んクライミング頑張って, ) @utahime_po  がんばってね！@Tsubomi16Timbre  頑張って@charios3  ぐわんばれ～W @BBB48124871  今年も達成出来る！@mm21hbs  頑張って@hayatoyasu2  がん
ばれーーー@1122334455h  エボルタくんがんばれ！@moxom_123  パワーで頑張って！！ @k86936600  頑張ってT T T @tamagoyaki2016  がんば@yotadot  上を目指してがんばれ～
@harumama0518  ファイト@masa29126  がんばれ@masa29126  がんばれ@nagichance1  頑張って" % 0 @__M_o_m_i_j_i__  頑張れ(∩́∀｀)∩1 @twinkletinyaibo  エボルタくんはダンスも上手！ 
@akeko179  がんばれ@ganbaru_sky  がんばれー@papapa30wara  応援！ @Ash27731090  登る姿がかわいいU @giv7k  世界最長を超えてください!! @dokuwohaita  頑張って@hpp0p  突き進め！ 
@kururu3017  やればできる！ @se2black  エボルタくんがんば！！！ @yuriemirei  頑張れネオ！ @46i10ri3  頑張れー@itsukushi1294  頑張って@mari161206  頑張れ@mari161206  フレフレー＼
(^o^)／@966Tree  今度はクライミング。難しいことにもチャレンジするエボルタ君には感服しっぱなしです。今度も頑張って下さい@0612_tn  がんばれ@chanbeji2  応援してます！！！！！ 
@BWLxrLag2mSinHh  fight！@kotetu69807937  がんばって！！ @love_or  がんばれ@sabato765  がんばれー" % 0 @wcOFffaRRJKLqbp  がんばれー!!!@sera_kng  頑張れ@TimonGenie1  がんば
れA @saracho1223  地道にがんばれ！@itsumono_rie  ゴール目指して頑張って/ @greenrice9  頑張ってね@ooee282  がんばれー!! @M_oytjh28  がんばれ～' @kurenai907  頑張れ
@N86CZmGOcUiyDfz  頑張ってエボルタくん! @kitajimakamera  頑張れ！ @TegAzit9l8Qy62F  ふぁいと！@Icb1i7iJxDKycXk  頑張ってねR @satohappy15  ファイト！ @nori_sukesan  がんばれ
@mariaya16  頑張って@mariaya16  クレイジークライマー！ @flyingkiyo  頑張って下さいね@kachin24688642  頑張って, , @ChieJam1020  応援してます！3 @sorawo10242  fight!@kumaana2 
がんばれ！　 @chirukyu  がんばれ！@kazunokoMAX   頑張って＼(^o^)／@z5hEuu76m6etgPb   がんばれエボルタNEOくん！@pakeyan  ＮＥＯ君ガンバ！@Q1l2tzqC1s5wo2r  がんばれ！！！！
@toshiaki0727  一発で決めて！@bifiene  がんばれ@1234summer11  OK@mhsangm  がんばれー@hZ7uq4a7fODegoD  がんばれー！@kotubanfufu  ファイト@prisonereva  がんばれ！@REDAIiI  焦
らずに落ち着いてがんばれ@wanderingpeople  頑張れ(∩́∀｀)∩1 @aibo626  ガンバ@dShGsjKLSoJJ1XH  頑張れー！ @newspapersub2  がんばれ@rinran1021  すごい！@rinrin238  ファイト
@ccyamato  エボルタくんガンバ！！(｡･ω･｡)ﾉ♡ @dolce_dolci  NEOくん、私も一緒に登ている気持ちで見守ります！@nanakkopdx  電池の力！！見せてやれ！ @ciMAzcemcqbcVcR  ガンバ
(*'▽')@suu2ai  頑張って！@nina27moo   頑張れ！@murakawakentetu  頑張って!!@DORA101000100  FIGHT!@minidora_24  最強の電池のパワー見せてくれ！！ @G3CumsUqcLpHjYb  頑張って
@sasaki1977241  登りきって！@vNXvma3KyYP9Klb  頑張ってね@Beryjun  いけいけー! ! ! @lucky58mo  前人未到のクライマー、カッコいいぜ！ @Bluescute1  ガンバレ～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～！！！！！！！！！！！！！！！@Te70zaz2Q3Gmp1a  頑張って@koemitorasi  FIGHT@zuttolove  頑張って！エボルタNeoくん@Oh_emptybox  応援してますA @kocchanjapan  がん
ばってのぼって@oyutak  ファイト@hanaejinjin  がんばれ！ @rmomo790  頑張って下さい? ! @trickboy46  ("!•̀ω•́)! エボルタくん頑張って' @r182923  エボルタNEOくん応援しています！
@mizuho2010  がんばれ！@aitrow  がんばれ！@sununuko  休憩しつつがんばってー@red79725619  ふぁいとー@tt172015  がんばれ、エボルタくん！@bHoEb9Th7o0psQh  チャレンジ成功祈ってる
ね@a1pP3bG7f3A4CZZ  エボルタ君がんばれーー！"("'/'")#@kerottoshiteru  がんば@kietim  がんばって登って～！ @mdmd_mds  頑張れ、エボルタNEOくん# 応援しています3 @77fnAt  ファイト！
@nyanko51843563  がんばれ！@shimano110  頑張れ！ @com0826  頑張って@BBMsZzlb733nvrj  ファイト@macoco24   応援@A_ICE_A  がんばれ～がんばれ～！！！@marieap3271  エボルタく
ん頑張ってください応援しています！ @karish56963280  フレー！フレー！ @UNIKA1203  頑張れ！ @akachi2525  頑張れ" % 0 @wamirimo  頑張れ(ó∀｀)o@papamarupapan  ファイトK J K
@Bluebirdclover  ファイトK J K @honeybear072  がんばれーエボルタNEOくん！@YU59545381  のぼるのぼるーよ。あなたはのぼーる@wakajima  エボルタくん。君が登るのはロープじゃない。世界
に一つしかないみんなの願いや希望が詰まった結晶だ！さぁ、1111m登ってみんなの願いを現実にしよう！@MRBAIN3  がんばってください@ebo117  がんばれー！@J0Gkv  がんばれ～！@itigocyamn  が
んばって～！ @ahooo1977  頑張れd " J @NOAH0704  頑張れ@ttttt198707  4  @okaken0820_tw  超えろ！！ @hana_dry   頑張って@iasuzukihirosi1  ガンバレ@kohei08963030  エルボタ君素
晴らしい！！ @hirohiropyon  頑張って@sb147147  頑張れ！！@xxx_artemis_xxx  がんばれエボルタくん@taka_1074  fight！@pPb4TyV2HL6Fyba  登りきるんだぁ～' @wakkyman  頑張れ！頑張
れ！！@gogatsu_05  ガンバレーー@Rockcolez  がんばってー！！ @MLbwQQLALNTry81  頑張れ" % 0 @robinribu  頑張ってね# # # エボルタくんなら絶対できる！4 4 4 @JTR20150731  頑
張ってね！ @u_tan1214  がんば@74319k  頑張れ@ksk_n0  がんばれー！ @erk_abex1219  記録に挑戦ファイト@mr_enbashira  頑張ってね@yomopapa0528  頑張れ+ @abc543abc  頑張れとしか言
えない！ @li2op92  頑張って+ J +  @Madoja0120  ふぁいと@michan_4u  がんばれ！ @MUNO91333526  ファイト@Y7Ttz0TvnRKDRan  ふぁいとー@kenshokari  がんばれ！@hiromi25462606 
応援してます@ocnspaq4  エボルタくん頑張れ(* ॑! ॑* )@aisa_coco  頑張って@babo6247791  応援するよ！@kangaerukan  fight!!@zombiena777  がんばるんば@ponponponkiti21  頑張って
@kusotetukuuchan  記録挑戦頑張って下さい@nana752  頑張れ！(*́∀｀*)尸"@duffy_disney_39  せい@M1pwY5sJA8aNKne  当たれー！！がんばーーれ！！@resa_tomichan  頑張れー！エボルタくん
! ファイトー応援してるよu @bocu_  応援してます！！！ @kurimshichu  応援してるよ！ @GamestEx  頑張って！@kcEcTbPVL0GtEW9  がんばれー? @hapinatu4168  頑張って！@arimoka1015 
頑張れ！@nonbirihipuchan  目指せ世界最長！@toshitomo10492  がんばれー@nodonodo66nodo  頑張れ！@KinnikuThatcher  応援してますー！！たのしみ！@purple37g  世界一とれるかな？！頑張っ
てねF @Hcwu7kJ1ZuUnvTk  ファイトだ！@support_egg  世界最長目指してがんばれ！！！@n_sokari  ファイトファイト！ @hamakawa1028  ファイトファイト！ @hamakawa0731  応援しておりま
す！@sabasan333  エボルタNEOくんなら、きっと出来るはず！@foochan3974  がんばってね4 @momomint_  ;; ( "॔7 '#<8 '"॓)&♡@EAR01076512  ファイト@JqBmZoxJ4Tg4gZk  A @tomotandey  頑張っ
てください@Jnme9jwtsxyxhMI  頑張って@warai1987  チュチュいÄ @YzF734924I2Ddjl  ファイト！！！！@QsVMjnz95GFeUyR  頑張ってねI @takako19871987  頑張って@pons5812  頑張ってエ
ボルタ@KghCFM3WplftU00  頑張れ！！@USnhGSbMGOq75P4  がんばって～応援しています！ @ume08880  熱くなろう@shoushou1951  頑張れ！！！@PNt2lZSaAyUWIur  ファイト'
@tamano06151012  がんばれぇ～　@jichi_nasi  ファイト@Y1oJF045YcxH5Yt  エボルタくんにできない事はない！ @hisama2t  （"・∀・"）` @maymaypapa  応援してるよ～(  @mihachiro1224 
頑張れ@isekiyousei  頑張って; @melody_nika2  頑張って！ @bebe_neco  かわいいのに頑張ってる姿が素敵 @hidekoyousou  コツコツがんばれ！ @saa37057669  応援してます！@papipapiegg  がん
ばって！@miimiimii000000  頑張れ@Tubeiii  楽しみです。頑張ってね～ @michael80940315  負けないで0  @shinsen821  ガンバレ‼@eZr6vlpg8dtzByG  ふぁいと@nikocamera  がんばれーー！
@smile3haha  がんばれ！！！ @ptw_gjm_ad  記録達成# 応援してるよ～, @uDqQFHJCMM46KMf  絶対出来る、大丈夫頑張って@JunTanUuTan  頑張れ！@jinseidawasa  小さなエボルタくんのがんば
る菅田に毎回感動！がんばれ！@manasaopapa  ガンバレ！@Ev2XIenEuKjlW3P  応援してるよ@NGBtXRjXKAGAibO  がんばれー！@8ahiruchan8  頑張って！@workmom_80  頑張ったルンバ
@JHsV5MpTz0HvzxR  クライミング頑張れ～$ @mu33103438  がんばルンバ@everlenude  応援してるF @pyonpyonpatata  がんばれT  @arieru2310  頑張って" % 0 @PLMC410  応援してます！
@ponsmiso  - - - - - 精一杯応援します　当たったらいいな！！Å Å Å Å Å @reiko080656  エボルタならいける！@mmmailad2  がんばれー！@gomachan_24  がんばれエボルタ！ 
@eeefukuoyobu  頑張れ！ @libra73p  頑張って@izumi1986t  がんばってねー！@GhostSwat_Mask  自分に負けないで！！！@iaiosarusandayo  1111m頑張れー！エボルタなら大丈夫！
@wawawa0723  ファイト！@8nizakana8  がんば！@warai1988  信頼できます！@hourufoods  一番安心感あるブランド！@green83230384  エボルタ君頑張れ！@x_x_o_x_x_n  頼りにしてます！
@HARU11413285  もっと！@kumi_d  どこまでものぼって行けよ、エボルタよ。その先に見える未来を僕らに教えてくれ！@SS1150aiiiiiii  がんばれ！成功を期待してます！ @kaohirosan1305  エボル
タ！がんばれー' @0611taka0113  がんばれー！@umekichi3x3  頑張って！@kuroda390  エボルタがんばれ！@gunnerser1979  11/7！！！！姉の誕生日だーーーー＼(^o^)／是非是非成功してくださー
い＼(^o^)／@1205_yukimikan  長時間のチャレンジガンバ！@rmgmratg1  頑張ってください♪～(́ε｀ ) @sorabibito  応援しています@tsumugiii3  応援しています3 @lovemilk_55  エボルタNEOくん世
界最長目指して頑張れ！@pyon02100210  ファイト！@nicekazan  ファイトだー@fishfishbanana3  頑張って@kazupikot  ガンバレ！" % 0 @nikonikkosumail  ファイト@maomao332  君ならやれ
る‼@Amazuki2  がんばれ@emimamata  ガンバレ!　ガンバレ！ @VUiE273OtVHPkvz  がんばったのかな？@Mamo14237993  がんばれ@Cemichanmama  頑張って@kepipita  頑張って@tarokaet  "(°̀
!°́)!頑張れ@4Coropotin  頑張れエボルタ君 @miipooh373  4 4 4 4 4 気になります 応援したいですR R R R R R @01uSC3lqDuATBZl  頑張って@patotoyuyux  頑張って@pipiyoyoyu  がんばれ
@osanpo1030  頑張って @Stardust_1177  がんばれー！健気な姿にキュン(*́∀｀)@allwhite_p  登る登る！ @kimidor28467887  どこまで登れるだろう% がんばれー！@mochi_sakur  頑張って
@yupararat  応援する！@shigege106  できるよ！@chilla42030201  がんばれ@Ako22143524  エボルタ君頑張れ@jonahjpn  頑張れ！！@nano_envi  エボルタくん、チャレンジすごいよ！応援してま
す♪@Af201908  前に前に@yougensui1  頑張れ！！ @Rn8hWg2fk5DVEjD  応援するよー@guritogura03  電池の力は無限@horokusa1  頑張って下さい！@starringo555  がんばれエボルタNEOくん！ 
@r68261373  がんばれエボルタNEOくん！ @RED16848530  がんばれエボルタNEOくん！ @kurige22  いっけーーーー!!!!@I3BuEshXtfqObi1  エボルタくんがんばれ@toitoito1  頑張れ！ 
@spiral_dy_1208  NEOくん、頑張れ！@amizouamizou  がんばれー！！いける！@ka__yaa  世界新記録更新！ @kira_pan419  がんばー！！@pbWKGTXPUQEWfiO  全力で登ってね！@minaho8823  が
んばってね！@ayukensho  いったれ！ @nanigasi_nanio  頑張ってエボルタくん@umIni5OGnfcOq32  まだまだ頑張れる@unununu789  応援してます！@yomoyamao  がんばって@PsbfSh64SZr1ujl 
諦めずに突き進んで！頑張れ@shinji0112  かわいい身体で頑張れ！！ @t_keiko1117  がんばれー@kiiro_hp  世界記録はすごい！@F_Hydrochoer  がんばってo(≧∇≦)oﾌﾚｰ!!ﾌﾚｰ!!@kenshouberry  世界記録
がんばれ！ @mrrbro  世界最長へEVOLTAくんがんばれA @tvxq0126  がんばれ@nekopan17  頑張れ！！@B02w5B08nG6i2cy  いつもご苦労様です!今回もがんばって欲しい@konotarou45  ネバーギブ
アップ！ @iwakuni777  頑張ってね(  @21runa21  応援してるよ～'  @81hm81  応募してます! @xcuuA5hPByRfmV9  応援してるよ( @anzunoatama  世界を登り切れ！@WHarimakun  突き進めよ
@hpp0p  がんばれ @mariajinha  Fight　(ﾉ'ヮ')ﾉ*.$@c4zSa4eTJOcCawa  がんばれ@mayoko2021  ふぁいと！！ @yumibeco  がんばれーーーふぁいとーーーーー@ririri_sea  エボルタくん頑張れ！
@alfie_160  ふぁいとーーーー@kuuna_k  私も頑張るよー@mikkku_39  頑張れ！@korin8511  必ず登り切れる！ @hanakusooyabin1  頑張ってください！！@kwa_sn  ガンガンÇ @ycVtB56rnHk5bbu 
頑張ってー！@w5GVVFpBtt73ALQ  いいよー！@Maple__Cookie  ファイト!!!("•̀ㅁ•́")�$@IhnJPqlhOTHaGoU  世界記録目指して頑張れ！ @holy_cow1869  応援してるよ@Z5Z9CgEuqHybcmA  頑張っ
てー(^▽^)/@maruru_pon  1,111mがんばって！ @namenamepussy11  頑張って@yyoko03274  どれ位ミングできるかな。がんばれミング@Rtt9Kozbm53GGEa  がんば@a39126179  がんばれ
@O4mZoCrGv3Ma22b  ファイトだ！@kenken_lucky  頑張って！@7iaMCdFRMDP94yf  応援してます！@ofuton_24  かわいい頑張って@seraseeda  頑張ってね！！@34apps  ファイト！ 
@rinngogogogo1  いいね@whatwhyto1  ファイト@OrchideeRan  応援してます` @xxkero_keroxx  ごーごー@dekaikani  がんばれー！@asahina_haruto  頑張って@Mda1yC1  けなげだな、がんばれ 
@J6NiwMSX0Jygc6t  頑張ってね@nonari5  可愛い、がんばれ@R6CbIFiny4R0t3M  頑張れ！頑張れ！頼む頑張れ、頑張ってくれ！ @yajisuzusuki  ファイトだ！！@RumaRu1221  がんばれ！ 
@rnhCqH1DVywM3bS  がんばれ！ @Marocat_maroyan  がんばれ！← @pandahotel_BDO  頑張ってくださいA @maima0123  がんばって！！ @aluaru  ファイト！ @naranoabaresika  エボルタネオ
くん頑張れー @aedcbae  最強電池@ONLY_momokachan  頑張れ" % 0 @achapoochan  山登りだー！@Saori11811849  頑張って- @kwbtt  チャレンジ頑張れ！応援してる！@ruka_rene  頑張れー
$ $ @F8Watawata  NEOくん頑張って～! @Mongolia0602  イケ！エボルタ！災害にもこれ！@Mahorobana  頑張って@13bfJrRsvDpqtU6  エボルタくんなら出来る！！ @ro_zon1010  最強スタッフ
と最高のファンが応援しているから何があっても大丈夫だよ！@atsumaki1  Go Evolta! @nyanco_linlin  応援してるよ@24sa31da  # # # # # # @dai31217  がんばれ！@L45072546 
fight@vHqJNPNbTGD2UbD  ("!•̀ω•́)! ファイト！@riioli  ファイトです= @sanachi_arigato  がんばれ3 @kokiiiiiiiiiiin  頑張れ～' エボルタ君なら絶対乗り越えれる# ! @koka18557995  振り向くん

じゃねぇぞ… @LassieLucky  頑張れ！ @on_0270  ファイティン　@mjrb30251  頑張れエボルタS  @chiyo250  ふぁいと！@grassspot  fight@vHFQhkPEhlu1Reg  ネオ君
頑張れー！！！ @1602aki  頑張れ～(ｏ^-^)尸@ririri99105259  がんば！！！！@kanikanikaori  ファイトー3 @ichigotarton  いけるいけるいける！@marchesta1   オリン

ピック.イヤーのチャレンジ@H_l_H  最後まで全力で！@Licachann  頑張って！@_nyoshi  世界記録目指してがんばれ' @na_chan_d  頑張れ!。@kazeno_nioi  がんばれエ
ボルタくん！@kanatasotaso1  がんばれ！！ @waotota  いけ！いけ！ @nakakikojp  めちゃ応援してるY ! @anco13316205  がんばれー！エボルタくん！
@suzu082016  応援してます！ @puyonmarumu  負けないで# @tapiocawakuwaku  がんばってね！ @kumahaataritai  ほどよく頑張れ@tomisan3  頑張って
@KENKO1F  がんばれ～I @beatmango  頂点目指してガンバレ！！@Buck_Dharma  がんばって@noname20160110  未来に向かって！ @ponta_2009  エボルタら
ぶ[ @lotus364  頑張れ@mimizucl  頑張れ$ @matamax3  頑張れ～！@mokamok13443051  がんばれー！！！@8888pepepepe  エボルタNEOならいける！！！
@ta_ma_nya_  いいぞ！@kmesugi  頑張って@saketoba0608  負けるな' 頑張れ～"(｡•ω•｡*)!@AlfredZero1  応援！ @at_tea   頑張って@mimizucl  頑張れ～"(!""*)
!@kajyuym  フレーフレー！@ruru33roro  頑張って！ @nmkvortex  すごいです@TChildken  応援しています@cakokakomirai  いいね！ @nomura0311  ファイト！！
@ayu12306  ファイト！@youmym111  すごい！@JotiahKbXcZgaVp  今年も頑張れ！@shi77789te  がんばれ～! がんばれ～! @abc67104123  がんばれK J
K @hero1750  頑張って！ @iikenshow  ファイトT @sakiron113  ファイトA @black868686  がんばれー @haru_paso  全力で頑張れ！ @marimama21  ファイ

ト@kensyouloveko  うぉおおおおおぉ がんばれーーー！！！！！  かわいいぞーーー がんばれーーーー！！！@nnnppp_68  ファイト# @01sub69  頑張
れ！ @hiromicochan  子供と応援(*･/･*)!@DK4pqGvxmmEYGk7  大好き-  @kanade02141  がんば@sadakichisuper  まだまだイケるよ～@ma2lll
頑張れー!@UG5gz1pMUFILLqy  最長目指して登れー！@tetoteno_kabu  がんばれ～！応援してるよ！ @iNq384eENpNk0OZ  ゴー@ucchinkun
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走り抜け～(*'▽')@chibi_manda  がんばってください！応援しています‼@ryoryon5  頑張れ@ryoakuvb0213  ガンバ@FreeTiara  頑張って! @nyanyuuken  エボルタ君がんばれー@7696narukuru  ガン
バレ@akijyuurou  いけいけ@grizzly_toshi  チャレンジ頑張れ @munetay00000000  がんばれ！@ayatyannkana  頑張って" " @yuzuki2940  がんばれー！@yyss08081  頑張って@176natsumi  やっ
たれーー@ohhan07466433  頑張ってください！@GA25VcAwqidrfSO  ゴー@note1628  頑張って！@yuchan874  頑張ってください#  @hkhkkairo  ファイト！( 'ω' !(!"@ZseH5LqJS22tLyc  応援して
ます！$ % @hi_o419  ガンバれ @yyykkkooosss  負けるな！ @reonaru6364reo  がんばれエボルタNEOくん！@YIMIvUEqBkpgEga  つよいこ！ @poitonke7  がんばれ@sun1933shine  負けるなエボ
ルタ@ct_saying  頑張って！@ZosX23WV4NSk0nt  がんばれー& @Mimimhlo0510  登れる！！！@7usausa  頑張って(!•̀ •́)!!@manami_anna13  頑張って！@swGSQIPtR9WkhZz  ファイト！ 
@chatagreen  頑張れー！ @yuri96643070  頑張って @g03614208  頑張って！@n__a_ka_zu  応援してます@dammohermes  応援してるよ！@masa3373masa  いけ！@snrqqkura  成功してね！
@bettaroneo  がんばれー！！@mi6159  頑張れ' ( ) @GmTsubu  がんばれ！@orandaberugi  GO！ @pona3kako_m  がんばれー@catmalfus  がんばれ！@chinattyieno  当たれ～
@8CVzrsVF8feasai  頑張れ！！！@msdmntaym819  がんばれ！@tukiusa222  頑張れエボルタくん(∩́∀｀)∩* @twinkletinyaibo  がんばって！！ @astroboy655  パワフルなのぼりを期待してます！ 
@KOTO72595819  がんばってね！@meruka_merumo  頑張れー! @SHUKO_1  がんばれ！@eiko3435  世界記録への挑戦、見届けるよ　@nanamaru6  頑張って！ @LaC89GHJYvktAxl  ファイト
だー！ @hayuru001  ガーンバレ@16166161hi  まじ頑張ってよ@B_KEIBA  頑張れ、期待しているよ@abmym1  頑張れ( + , @mitsuna1222  成功しますように！@sayucha  頑張れ～- &
@Nekopyon2013  成功できると信じてます@yasskuma  頑張れー！@yukie_co  がんばれー！ @daiwa_impact  頑張れー！！！！@uvykm  がんばってね@momotabetai315  応援しています$ @kkdt1 
ふぁいてぃん@rururu1237  頑張れーー！@nittokacho  ファイト@jagdinxgv77  頑張って‼@akkdt1  ファイト(*ﾟωﾟ)ﾉ @kuromisa201  頑張って！！！@pnksy644  クライミングまでできちゃうの！！！？
かしこすぎる. 応援してます/ @tkak_ukuk  がんばってね！ @miitonotousenn  ファイティン@SHOss0717  がんばれ！@hiro_suya  いつもパワフルでアグレッシブなエボルタネオくんに勇気をもらって
ます！がんばれー+ 0  @1011_0517  頑張って！@d_crusher  頑張れ頑張れ！ @taiyoudenchi1  登り切れる！@maru0180826158  頑張って@JyVmCSx0y7NaPQH  頑張れー！@acha_081031  頑張っ
て！！ @akamakamakam1  頑張って@ouchisuki703  がんばれ！@Ryouko999  ギネス記録って本当にすごい1  @OZ1_keylock  がんばれ@ROU8982  目指せ、世界最長1111m！@CxiYiv  頑張れ
@_happy_aqua  ﾟДﾟ)＜がんばれ！ @03owl  頑張って2 2 3 @68ZkoRFB7AqHhw7  三└(└ 'ω')┘ｼｬｰｯ@KJ0404  世界記録に超期待4 4 4  @take1972424  がんばれー！ @bess1208bess  頑張っ
てください@hcqqs000  ファイト～" @IcdJi3iJ43B46xy  ファイト+ 3 5 @freedomsugi1011  Go for it! いけいけ！！@Takkino10  ファイト6 ) 6  @nao5575  ファイト！@michanch  全力投球
@hideking00241  頑張って！ @kotori_no_happy  ファイト@greenyone000  がんばれ～～@korokkeda  がんばれ！！@ranranranko2  頑張って！@yuka_smile27  頑張ってください♪@mashinpo  頑
張れー！@amane_chanman  当たれ!@1L8wichfAQ8oOB3  頑張って！ @U5UOJTqp1aJpo83  やればできる子！@supopo_vic  がんばれ！@dog1h  " @xtcyf289  いけ！( ﾟ∀ﾟ)o彡゜いけ！( ﾟ∀ﾟ)o彡゜
ゴー！( ﾟ ∀ﾟ)o彡゜ゴー！( ﾟ ∀ﾟ)o彡゜ @Lara_S2xxx  頑張れエボルタくん@seseritann  頑張れー！ @zabieru4fox  がんばれ！@nyanntanncolor  がんばってくれ@xfv4jz  世界の頂点を目指せ！ 
@opti1198  がんばってね！楽しんでね！ @Jurik0M  がんばれ！@P0jjE07pQUfC3Gw  頑張れ!@koyumechaaan  ここに応援を入れてね！ @yamaokakachou  いけるよ、のぼれー。
@3yYQGKZ7aFzgaJ8  これからも頑張ってください！@naunow123456  ファイト7 　@mayaponunee4  頑張ってね。！ @chie0731snoopy  がんばれー"(!!"*)!@gomakanakana  頑張って+
@yokatokobusi  頑張れ！みんなを勇気付けてくれ！@OHgWrtLWKCubMQP  ふぁいと@orudon1  やれば出来る！@bowzuyama  今まで数々のチャレンジをやってきたキミならきっと大丈夫！頑張れ！
@Indigo_gloves  平常心！　@phantomno25  頑張rEvolta@chonmagelion1  頑張って！@Bny5AqmARkKvE40  がんばれ！@26yuno26_  頑張れ！@PoppoyaYukko  がんばれ！@aas22m  今年も登る
か、エボルタneoくん。登りきれ！@ZS2O3yFzxlsO6jX  頑張って@zadie04179077  (*•̀#•́*)! $$がんばれー@kokorokurushimu  NEOたる所以を見せてみろ！@momonosutaro  がんばれ！
@makimaki202020  生放送は自信の表れ！すごいです @huku10201106  がんば@yoyoyo393939  頑張れエボルタ& @FbTsubu  世界記録頑張ってー8 9  @T8UR8MytesQM7oI  頑張って～！
@BENKEI0401  GO!@yt0m0ty  頑張って$ @__ouenshitai  がんばれー@kofudechan  がんばれ！@tsuyotsuyo0109  がんばれー@tomohiroyellow  頑張れ- 頑張れ- # @PAkc4Mzj0zxZ1N4  エボル
タくん、がんばれー！@yupinosuke_02  ファイティン# @chilla42030201  がんばれー！！！@komaruchang  この先 バッテリーは超重要@YAMACHAN3SEI  がんばれー6 @gotak_84  がんばれー！！
@drpbfgco8hIu0nN  がんばれ！@kenshow_fun  いつも長持ちエボルタ愛用してます。がんばれ！@asakimu3  頑張ってください" @aibo626  頑張ってね3 @neko__shirokuma  頑張れー！ @naerun 
ぐんぐん登れるエボルタなら@sugi703  クライミング応援します！！ @anan9256  がんばって！@llamambo  がんば@ruunaram  NEOくんも根尾くんも頑張れ！ @yackyack820  nice@usatyann1313 
ふぁいと@oomoriget22  頑張れ@yu_yu_jojo  がんばれー@undermetrokobe  がんばれ！ @ry0ky0memi  がんばれ@kiraRoSe70  応援しているよ！@day4i6ukp3h3zaq  絶対やれる！@HadOnly  頑張っ
て！ @ryoru05160906  ファイトね！ @Niji_rina227  がんばれ！！@peach_xx038  がんばれ @neodebusu  がんばって@twipekopoko  go@3423zzz1zzz  頑張れ頑張れ！　@monpon123  応援してま
す！ @m6827596773  ファイト！ @manekineco13  がんぱれ～！ @roko1212  頑張れ@gene7024  頑張れエボルタ @REDS_Tigers_aka  気合いだ@saku111222333  頑張れ@p8sDX6XuvqlCGgX 
頑張れー！5 @ok_9200  がんばれ@cyuu3cyuu3  エボルタくん！頑張って！@GDF_Kss  頑張れ"  @masayossi_1412  当日も応援するから頑張って！@torisantomo  がんばれー@UNIKA1203  頑張れ
" @yuyuuki777  伝説作ろー@lDns0wtPwyBNOjr  成功すると思ってるよ！ @sachie135793  ファイト～♪@amabierainbow  頑張れ' ( ) @wamirimo  行ける!!お前ならいける!!! @tekitou99  頑張っ
て@masamoamasa  頑張って- ) -  @cat_yellowmoon  頑張って下さい！@__xm86  ファイト！ @yasukosunsun  頑張れ！ @2one_song  がんばれ！@___happy_days  頑張って！@chanbeji2  頑張
れー！ @dekoponxxklxx  がんばれ！私のかわりに！: @ramenmaru_desu  頑張れ！@D1230LV  がんばれー- & @su_miho  がんばれー。@takesukusukuku  限界に挑戦！がんばれ;
@arapyon0612  がんばってね！ @juri3_pdx   たのむでー@monewogu  がんばれエボルタ！@R33gts4Kai21  最長だ@hasebetoofu  頑張れ@macoco24  ガンバ！@123infinity_  頑張ってください
@whEhpcbY27X8z7m  エボルタくん頑張れ～@naoki73  ふぁいと！@1543215a  頑張れ-  @orange__fairy  もうひと頑張り！@y5ZbnqusjqGKDhP  がんばってー@g2mcrgx  君ならできる。！ 
@doragonfly6  がんばれ@cocontaitai  私のぶんまでがんばってね@wanderingpeople  応援！ @kintoreyasetai  下山油断しないでね@93R4kxD3sPYOZwn  気合入れろや( 押忍; @monmon_naniwa 
がんばれ～。@bwkYp8yudm093  がんばれ～@dora_momocha  fight@mikotan21407347  Go！Go！@Onion_Cats  ファイト！ @nori_sukesan  頑張って！@ssachu  がんばれ@GuMmmh  頑張れ
@naccannakachome  頑張って！@jKMqG1rUxcWDuVd  頑張ってー！@YTA09261205  ファイト@papamarupapan  ガンバ！@ikefb44  君ならいける& 頑張れ～& @starryskydark  がんばれ
@XZSySAYYCGM1093   gogogo@KantonHokay  一生懸命がんばって！1,111m応援してるよー！@kenshogumi  頑張って！@harunario  応援します！@todoshinkatsu7  頑張れー！&
@UFWi4yvitmHT3JQ  がんば@mi2451373  ご縁がありますように！！@momo_torihiki2  ファイト1 クライミング！落ちないでね！@QA5oLP4fubPxnv9  ファイティン！ @nuts20061110  ガチ？ 
@akemin317  応援！ @AK84260274  チャレンジを応援しています. きっとできる！@hirochan475  がんばれーっ！！！ @Y4CnwhrNPcGShVq  がんばれえボルダリング@yuapapa215  NEOくん諦め
ないで頑張って！まだまだ出来るよ！@NwolqAoTa6fPSmv  がんばれー."."."."."."."."@togaritogari  応援してます@yuzubabakeisan  頑張れ@kens12112  頑張れ！エボルタ！ @ab2jkcf  がんばれー！
@Loxoprofen_  クライミング頑張って！！@knhdog  頑張れ@greenkzm  頑張ってください♪ヽ(́▽｀)/@kasai44  いっけーーーー@kumahati55  頑張ってね～!!< $ @uDqQFHJCMM46KMf  頑張れ
(ó∀｀)o@honeybear072  エボルタの記録更新への道は俺達が繋ぐ！！だからエネルギーはパナソニック信じてるよッ@kazenokawa  頑張って@gankochan_dazo  頑張っ@maotooooo3  ファイト
@sanbarutyan  頑張れ！ @55qocJRzXWHTUfh  エボルタNEO君　応援しています。頑張ってください。@maachandesuyo  ファイト6 ) 6 @NOAH0704  ファイト(*•̀ㅂ•́) !@3CbDvWwbgoD5pE2  
頑張って; @mimin0123456  頑張ってー@EAR01076512  頑張れー！ @SI7kzcYx1KaY2Oq  ガンバ エボルタくん！@m_fuji_jp  ガンバレ@narumi_june   絶対いけると思います。@hiro67144518  (*ﾉ́□
｀)ﾉｶﾞﾝﾊﾞﾚェェｪｪ@sham68353629  頑張って( + , @hahihomi  がんばれー;  @SweaterOfHappa  ずっと見てる^ ^@orangemilkpop  前もなんか挑戦してたよね。これ楽しいよね。@hrskymax3  チャ
レンジが楽しみ @makaron226  fight!!@gengarmsyun  がんばれ！ @Disneyl0veDuffy  応援してます！ @smapmasa312  頑張れ！ @evolove10  がんばれー！@Atsukanan  頑張って(ó・
∀・)o@fukutan6  がんばれ！ @masami72123767  神！ @first1d1d  頑張って～！！ @0520fujinori  頑張って" = = @hirahira7178  最後まで登り切って！@Ikkunbouya13  エボルタくんなら、出来
る！@matiruda0218  FIGHT@minidora_24  頑張れ！！@9re4raazuki  ファイテン！@tomoko_tomo_to  頑張れ！@anmnm___  最後まで全力でがんばれ！@NAOH277  頑張って@nonuronu  EVOLTA！
もう少しだガンバレ！省エネ力をみせつけろっ@mikaduth  頑張れ！エボルタ！ @bonbon42906894  ガンバレー6  @tomozou56  記録更新がんばれ！ @west3254  応援してます！@ririkensho  応援して
ます！ @tyorin194  ファイト" > ? @88888o88888  頑張って！！@huziminohiro  頑張れ@assyumama  ファイトー！@Bremen101  頑張れ！@xxx_artemis_xxx  頑張って！ @mgmg_ich  いけいけ！
↑↑↑@yukaaa777  がんばれ！@sukinakoto11111  登れ登れ@8823am  ロープ登り登頂成功祈ってます！がんばれ~3 @cTXYXZuIcKjBd8w  エボルタNEO君ファイト～ @kuriimuchizu5  1,111mのロー
プ登り世界記録の達成、応援してます！！ @kuisinnbouvv  がんばれ！ @VWZQUGNm7W3t0TT  ファイト(☝ ˘ω˘)☝ふぅー！！@0416_37  頑張れNEO@aiueo0915  頑張れ@watabe62142944  成功し
てほしい！@maple9919  がんばれー！ @sugarmilkey  頑張って！@kirakirahikaruu  頑張れ～@ @ @ @ui_kotatu  エボルタくんまだまだ頑張ってね～！11月7日楽しみだね！@juntsubuyakanai  ファイ
ト@mini_ahirunoko  がんばれ！ @meg_masu74  限界まで！@syou__1  がんばれー！ @kkshanti_14  頑張って！ @sabonea1  登りきれ！！ @rimi634  成功を祈ってます。がんばれ @apollomaru  応援
してるから頑張って(*^^*)@marble_marble20  頑張って！ @itagurelala  がんばれー@nori05243  頑張れー！@nonbirihipuchan  世界記録、達成できますようにA  頑張れ～- !  @TanabutaDreamer  頑
張れ！ @tomitomisp_jp  がんばれ、がんばれー( + , ！ @xxlove5xx  頑張って！ @new20124069  がんばれぇぇぇぇ@adgjmptw424  頑張ってー！！@kuroyoshi4  頑張れ　頑張れ@manatika7228 
記録を更新して欲しい！@dai_1018_f  エボルタくん(!•̀o•́!)# FIGHT☆%%@soumari9589  !"#ʰ!""(,,•ω•,,)!$&%@BAMBI___0  頑張れよ！@kenpac12  ファイト$ @ponmama24114279  がんばれ！
@Yp7Cg5eU8Y6vpI3  頑張って！@hatihati0  登って！登って！@29yukki_sai   エボルタくん、落ち着いて頑張れ～@hareten  頑張って！@heavenaizi  3 @fuutender  いつもカッコイイチャレンジをあり
がとう！@daizuhaoishiyo5  頑張りましょう！@puuu_uuuq  頑張って！ @amamamamo7  頑張って; @octoponosuke  頑張って下さいです♪@G09020903  頑張って！@buzz178504  がんばってね
= @creamsoda_mt9  ファイト！！@imaruirui  登頂応援しています@n_yuzuki  頑張って@BBMsZzlb733nvrj  頑張って" @sh_____chikin  エボルタNEOくんガンバレ！！@SVQZztGOJo6G5Ou  頑張っ
て！@makiys581171fys  頑張れーーー！@eWAWFh98wfnN98Q  頑張れー＼＼\\"( 'ω' )! //／／@momo_sacura  頑張って！ @shiroXkuro_usa  頑張れ！ @kazuchi_55  頑張って～o(^-^o)(o^-^)o楽し
みにしてます！！@sweets_love5  ファイトで記録更新@qHWlLmc8B5jq5Jt  エボルタくんファイト！ @kotatumonku  てっぺん目指してFIGHT!! ここに応援メッセージを入れてね！ @tw_FMJK  頑張って(!
•B •!)！ @cherry0111111  頑張って@oyoyoyoyo7  がんばれー- !  @pontatokonpeit1  がんばれ！ @aA2222aA  エボルタ可愛い@imuimu_0806n  頑張って@kannanao1093  がんば
@Yomogi0501  応援してるよ！ @almond556  がんばれ！@very___very  いつも勇気を貰えます！頑張って+ ！！@myo197  応援しています1 @snoosusowake  夢を叶えて！@baby_march  高エネル
ギー密度の体で頑張れ！@donttwittoolong  ふぁいとー！@Choco_mko0  ふぁいと！@spiral_cylinder  みんな仲間だ! @7vM2LJ71rLNubmm  毎年楽しみにしてる@111aom1  頑張って！ 
@yuholicster  大好きだ!@acco_acc  頑張れ頑張れC @xinn_s581202  がんばって！！！ @sonobadeataruyo   '' (" ́・ω・｀ )# ((D  @55zousan  エボルタNEOくんさんならできる！頑張れ！ @44_XLIV 
奇跡を奇跡を奇跡を起こしてくれー& @poikatsujinsei  頑張れ@kk52968  世界最長チャレンジ応援してます$ @pokopanhari  頑張れ@papagohandesu  エボルタNEOくん！最後まであきらめないで！ 
@nagisakensyo  がんば！@yo42853961  ガンバレ( + , @nana_takapon  fight！ @tappi6817   がんばれ！！エボルタNEO@rasucori_vonvon  頑張って！ @maririn0514riri  頑張って登り切って！
@okanmesi  エボルタNEOちゃん、頑張って！@ykF9L5LPBSJJrsm  がんばれ！がんばれ！@parutanseijin8  ガンバレー！@da_da0000  ガンバレ！ @wcOFffaRRJKLqbp 
がんばれぃ5 @ma_mu_v  頑張れ～E @pipirupiruxx  なまるやら @Yuu8562  どこまでもどこまでも& @rieplove1  技術ってすごいなあ、、頑張れ～エボルタF G G
@mugi_2630   ガンバ！。@jmcpd715  なやらなわら @Yuu8539  ファイトーー！！@smileee0417  いけやなー @Yuu1436  頑張って@nyannyannekone  地道に頑張れ
ばいいよ@lilelililerosty  世界一!!のパワーを見せてね！ @N6cEKn3tGs8gxnX  オリンピックでクライミングのおもしろさを知った今、エボルタくんのクライミングも見届
けなければ！世界最長めざしてがんばれー！！ @hetarina  がんばって@vu5mblrNDPD2Jxx  エボルタくんなら大丈夫！頑張れ！@pinkjannepink
がんばって♡♡@0701Co  頑張って@__madonna___  頑張れ3 応援してます！ @jqmdZlOioIK4Q5Z  頑張ってください@723__  エボルタがんばれ！！！！
@walnutkurumi25  頑張れ! @drickey10  ガンバ！@fujinofukurou  ファイトクライミング@happywoman9991  頑張れ"(!!"*)  @tikio1137
応援してます@yudetyamame  頑張れ& @miminmori  ファイト！ @jsgLIeCjVbDpPji  目指せ世界最長@media0000001  頑張れ@miray0322
１キロ以上？！凄い！！ @kaka16890300  ！！！！！！！！！@tqgjn  ちっちゃいけどパワフル" 頑張れ& @miya1123chia811  エボルタくん頑張って～！ 
@mocha_aaan  もっと頑張れ; @Upyon4  がんばれ～！ @yukkopannda  がんばって！@waaaaanya  がんばれ@manchan512  がんばれ@asdteqtuhcztujb
目指せ世界一@naritamail  がんば！ @ButterOrgan  電池を越えるパワーを見せて下さい！ @ycJCQhtMV79Kfcy  頑張れー！@mona4351  がんばれエボルタ
@narita4953  がんばれ！@ton_ex  絶対記録達成@regjpn  がんばれー@yakkoyana  がんばれ！@anglejong  行け～頑張れ！←@hiro_mi_desu  がんばれー！
@2pinkM  世界記録目指して頑張ってください！！ @Pjfbbj06GwmQaaA  今日も頑張って前進してね@geckos2012  エボルタくん応援してます. $
@momosuke0111  日本一のロボ@MLBcom  がんばれエボルタ@toy39  頑張れーー！！@Sa6001  がんばれ！！ @mMI24OZt37CGStu  エボルタくんがんば
れーーーーーーーーーーーーーーーー！！！！！！！ @ZgBlhuURetruD8p  がんばって!@kumi_d  がんばれがんばれ@omurin127  がんばれ！ @2525AYP  がんばって
@totoro012345  がんばれー！@harunokanon  エボルタくんがんばれ# ！ @piraniapi  進化は続くよどこまでも@cm_tes  一緒に頑張りましょ！！
@Osusume_Shoukai  ガンバレ～@kaorimafu
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頑張れ！負けるな！@hir__318  頑張って！@crow_incens  ガンバルンバ@KZ50166641  頑張れ@umitakui  頑張って @naoki26478862  ファイト6 ) 6 @komomo_kko  がんばれー！ @misuteriass 
最長目指して頑張って. @mirubau42  エボルタくんガンバレ！@rosehip65679985  頑張れ@genkimamayoko  がんばれ！@sedorideikiteru  (*•̀#•́*)! $$がんばれー@sayousagi123  頑張れ！@brook0316
ガンバレ@akira98222693  ガンバ！@onI1tUyDqBz4DOp  がんば @Okadakyu  ガンバー@yonekne2  がんばってね@katsu31958568  がんばれー2 @yunana464353  がんばれ～@balubalunax  がん
ばって！@shinaxy  電池の力ι(｀･-･́)/@4xeob8n4qYToGiV  応援してます！ @shopa_zu  頑張ってください！！@gp05hage  また新しい記録が出ると信じてますH @hajisuke7131328  登れるよ;
@lucky6_6v  行くとこまで行きましょう！！@blue_moon2159  できるよ！ゴールするまで頑張って！ @wfrcefbtr2  期待してます\( °∀° )/@0510Chiemi  天まで登れ(　ﾟ∀ﾟ)o彡ﾌｩﾌｩ♪@lucky7chachacha 
楽しみにしてるね！ @jackiechakie  チャレンジあるのみ　 @kaimama0919  ガンヴぁれ& @nekonowl  小さくてかわいいのにパワフルなエボルタネオ！がんばれー！@miri_7_miriya  がんばれ
@mama1212papa  やり遂げろ　 @papa2017mama  記録達成だ！！！ @sakuken2017  頑張れ～ @___m_m___v  ガンバレ( @pote_choco  がんばれ！ @kainrip2006  ファイト。@loveocharuchan 
(*•̀ㅂ•́)!!！ @MaiH1215  ふぁい！@mikan_beginner  頑張れ！頑張れ！@yQqBlxDnFdSFZ0Q  - &  @u_tososo  がんばれわーー＼＼\\ "( 'ω' )! //／／ @chicchi_ataree  いいぞ@kmmr_tks  がんばれ！
がんばれ！！@qn_np323  エボルタ頑張れ！エボルタがんばれカラ@euB0g4irQfeeScD  がんばって@takotaroumaru  ファイト@iyazyanjabajaba  期待しているエボルタ@xyz_16_k  フレフレ(  ･#･ )&$ 
@pink_xoxo10  最後まで諦めずに頑張れ！ @mpeke1111  かわいいよ！ @imo0313  頑張って1 @missy666666  エボルタくんカッコイイ！ @daikinok  その姿に感動します！頑張れ！
@hiehieshampoo  ファイト(•̀#•́)! $$& @Snoo_peace  ファイト！ @XgTeso  ファイト@Rika71203703  (*ﾉ́□｀)ﾉｶﾞﾝﾊﾞﾚェェｪｪ@blueRiu  もう少しだ。ファイト！。@kz4_riko  頑張れ！
@KinnikuThatcher  登り切れ！！！@Soul20130404  がんばれ！いける！@RISErise777  頑張って@yy0929214  頑張って！ @newspapersub2  ファイッ！！@xxeuropaxx  頑張れー@hiromari15  が
んばー@nop_upa  うんうん！！ @taraimo55  期待しています！エボルタくんがんばれ$   @diamondred44  頑張れ！@seimeinori  がんばれがんばれがんばれ！！@diet_465  がんばれー(*^_^*)@580309 
がんばれー@sumire_eri  にゃー@goronyaannn  いけー。@MCat89683330  いつもありがとう@tumo76551699  ふぁいとーん！ @htmaru  1111m頑張れー！@tarachan3261  がんばれ～頂点めざし
て！@10ntinkan  すごいね@marutyanotu  がんばれ@coinyade  頑張れ"  @8jhxBSFGHGwsJ59  がんばれ！@50naka123  がんばエボルタくん！！ @koudelkacity  電池の底力！ファイト―！！
@tibesunadanyon  どうせ当たらない@Lancard_Cable  がんばれ～(○p>ω<)尸"  @tktk1316_  がんばれ@delfy470  がんば！！@haru_u_ruru  挫けず頑張れ！ @nzFoDDaEclGKSHP  頑張れ！ 
@wassakenken  ファイト@hanano__keiji  ファイトおー。@sayupon7  (!!•̀ω•́)! エボルタくん頑張れ& @r182923  私も飯士山に挑戦します！ @akogare2020  がんばれ！ @azukiao3456  みんなから
の応援メッセージをのぼって、記録達成する姿を……ぜひこの目で見てみたいです1 I ＜頑張れ～～～～～っ7 @erita07  行け@eikurapon  頑張って@17tsuna  エボルタNEO君がんばれ～☆@_mchan  エ
ボルタくん頑張れーっ！ @C6Xky39D1ckBgo3  がんばれ～J J J J @22rimarima22  エボルタくんがんばれ# ！ @pinkdia23  最長目指して頑張れ@BU97806705  ふぁいと！@LL10450628  がんば
れ@umabaka10  頑張れー3 @leu2704  ファイトエボルタ@maruro666rodan  がんばれがんばれ@kYQKNtG6Tll4Z37  エボルタくん頑張ってね！@runrunchi3  小さいのに抜群の存在を発揮してくれてあ
りがとう。これからも頑張ってね！ @cgZDMPtIPtqGd6g  世界最長目指して頑張れ; 最後は気力勝負だぞ& @fumiiru  頑張れー@Taka121719  がんばれ！エボルタ！@fireflo96447936  最後まで諦める
な@18jun  ガンバレ！ガンバレ！@jikyo50  エボルター！ファイトー！@ma_ru_0908  頑張れ頑張れ！ @hamakawa1028  頑張って下さいね。！ @hamakawa0731  ガンバレ～！ @komaikmi  気合だ気
合だ気合だ@ps4douga777  (●'д')bﾌｧｲﾄです！@apupuapupunapap  がんばれ！@wasabi256  期待してるぞ！ @workatworld  記録出せ！がんばれ！ @flighttosky  ファイト！@shoko_rume  最近のロ
ボットすごすぎる。。。@SSAwaEsQtwbir5N  がんばれ！@sakiika88  がんばれ@KuuYano  がんばれエボルタ！ @U2nd2  頑張れ～！応援しているよ-  @honpa6  行け行け1 頑張れっ? ?
@hinatan625  がんがれ@gudon  体力勝負！がんばってください!@sirobut  頑張って( + , @rs87873  まだまだ@newman_jp  ガンバレー！！@okada_0kada  頑張れ @himari080801  ファイト！！
@ponta30109  頑張れ@wawatango  頑張ればできる子！ @mj602tm  がんばってね！ @miinana2  君ならやれる！@38DCTTYM441  ふぁいと！@dd2211ddd  (!•̀o•́!)# FIGHT☆%%@c_yyk  がんばれ
@gb9xHA8YDAlbfOg  エボちゃん頑張ってね！@mer_vague_  頑張って( ¨ ) )/@anyann328  頑張ってね！@rena88511827  応援@AICHI471  ばんがれ～@tiger_23  ファイトっ@chororon38  頑張れ"
@HARUichigo15  がんばれー！ @noburin_smile  頑張れ"(°̀#°́)!@chipi4410  がんば！ @whpp3665  がんばれ！@bobochan_mam  がんばれー@chiru0144  ファイト@satumakirara  ファイト！！
@pandaika12  ファイトだー！@cinemamono  電池式製品が好きなので挑戦が楽しみ！頑張って(^^)/ @T6559  小さい体で大きなパワー！！ @gl_pyi  パナソニックの技術力を見せつけて！@Tmsw_oubo 
がんばろK @kensyo_oubo  いつも頑張ってるね。今回も絶対できる！応援してます！@sugipaya  しっかり！！　@HH68078251  がんばれ！@KPIKHopRCf33k9i  応援しています！@araaraconan  頑
張って( "* + ,$* + $$)"*³-₃@mak0ko  頑張ってo(≧∇≦)o@kirichan_naomi  以前見た時も可愛くて楽しかった。今回も応援してます" @emiria71  ファイト！ @mkbws000  いつも応援してるよ！ @nyan98510076 
登りつけるのだ！！@mVH8WvaNXqKycOW  ふぁいとー！@hal22639  ファイトー！@YUmeky8  ガンパレ！@rikoo456  応援@matub4511  がんがれ！@Dongric  ファイト# @panda___0127  君は強
い！@maane8419  頑張って& @sakuchan_51  応援@zagu24541259  頑張って"@oyotama3  降りる時のことは考えるながんばれ　@sassy802  マジ技術はロマン。@nayuta10xx60  世界最長目指して
頑張れーーーー! @motoyamaimakawa  毎回頑張ってるね！ @Hitomin0624  楽しみです！！可愛い！@matsu295776543  エボルタ君がんばれー(*>∀<*)ﾉL @kawaiimairo831  頑張れ!!# 最後まで、諦め
るな!!#  @YKeg6w21X6GIHY1  世界最長記録更新@soliquac  絶対成功するさ; @naopkun  頑張って！@Firesta21532773  もうちょっとだ!その調子!!@umezo0311  がんばって！@pooh_ys  頑張れ～
@shionhiro  頑張れ！@Ayap1ne  (っ`･ω･́)っﾌﾚｯ!ﾌﾚｯ! @tck_cc   頑張って@Dhouse_daimon  頑張れ～@miemiecho0711  頑張ってー！！@poirepoire07  頑張って…！@rh_haro6  応援してます. !
! ！ @sunnyice16  登れ～ー！@wasuregatami100  ファイとー@Achiro1234  がんばれー！@nishinokeeekana  ギネス突破目指してがんばれー! @direngrey575  がんばれええええ#@www1534  が
んばってー@hiroyo_6909  ( !˙" ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ@sachicoken  がんばれ！　@RoseYellowrose  がんばってー！！！@makitan29  頑張ってのぼって！ @Machi26657943  いつも応援してるよ@cocomeee1 
がんばって@kodamachan__  頑張って！@s723my  がんばってー！！！！@tanpesochi08  トライアスロンすごかった！クライミングも絶対成功するよね！ガンバレー！！ @mizu73713120  "(°̀#°́)!
@NaTsU14824102  がんばれー！@beat_edge  ファイト！@JumpAino  頑張れ！@waiy1209  かわいい@rira_kuma5  fight！！@monnmon0524  がんばれ！@mairunmairun  がんばれ！！
@milk_candys2  がんばれ！！！！@a1127n1006  がんばれー @AandBetween  ファイト8 @bz333bz  たのしみっ#@rio_kenshou  がんばれー@hisuke_shushu  がんばれ！！ @MA10150526  がん
ばれー！@LoveLuckyMama  頑張れー！ @shabon1014  ファイト！@EringiWaaai  頑張って@pianyaan  がんばれ@ponpon07kt1  がんばれ@Ogon_no_tuki  ちょっと暑いけど頑張って@shimadae2  充
電たっぷり！最長目指してNEO君頑張れ！@ukiko42  頑張ってください; @kishi_511_fg  ネオくん　頑張って@mikoyumikoka  世界一目指してがんばれ！ @elmokun  いっけー！@Yonekura1979  チャ
レンジ頑張りすぎず楽しんで挑戦してくださいねM @KaomojiJapan  さらに向こうにガンバレ@n40naho  頑張れ！　@haguremetal999  エボルタ君なら、絶対にできる！みんな応援してるからね！ 
@ZzWirZ7DpSsl5O5  さくっと登るよー @sayukirenana  安全第一で完走してください応援してます。@NeoTGSh  エボルタNEOくん、ファイッ！@PetitOyabin  ファイト～ @swordsuger  ガンバれー！ 
@_systeme_d_  負けないで@yyoko03274  成功祈ってます@0029_shiitake  頑張れ@axumidigi  ファイテン @gupon29  ガンバレ@sinsia5  頑張れ！@Kotsuo0528  ガンバ@mukahi8  がんばれ 
@ane5ma  応援してます！！ @knwn724  頑張れ～+ $ @kinyasuke178  記録更新頑張ってください！ @jet0808  頑張れー！ @sumaayu_  きみなら、やればできる！！@manekinyannyan1  ガンバレ
@kimus0061  頑張れエボルタ君！ @yosi_utosa  NEOくんがんばれ！@fJtxO22QingFdkJ  応援してます！@yyyuuuriii1  観てるよー！ @p_panda_pp  がんばれ！ @tm7752v8  ガンバレー@musyagan 
がんばれ！あなたならできる！@ta_u3u  頑張れエボルタくん#@ayaharuhima  頑張って@dkad11  頑張れ！成功することを祈ってます。 @ascha52  エボルタなら大丈夫@000_yossy  頑張れ&
@yuuri68966498  がんばれ！！！@unlim_exia  頑張れ!@4048zinryo  (゜∇^d)!!@lairy80a  君なら必ずできる@KenSyou_Oubo  がんばれ@ebaebaebachan  小さいのが頑張る姿にオジサン涙目！ 
@HuckleberryGon  がんばれ！@waza45645055  記録更新出きますように！！@Fumo_chan  健気なのよ！@madera02  エボルタ君、頑張って！@k34a2312  ｶﾞﾝﾊﾞﾚ！！！@mokichi1201  ファイト
@2y_zhx3h3jf  ファイト！！@himhimawarinn  がんばれ！@acbir_86h8x  NEO君、背負ってる２本の電池は重いと思うけど、そこにはEVOLTAパワーとみんなの応援が充電してあるのできっと世界最長記
録達成できます。頑張ってくださいね！！@cozyo328  成功頑張れ！ @bambiro55  頑張って！@96a65af983a84d4  頑張ってね。 @masumiy1117  頑張ってください" @ayame00  頑張れ
@teezeremonie77  頑張って@2wskKsg0KxqxoBr  がんばれー- & @anhn_sa  エボルタ頑張れ&  @asagis_y  頑張ってね@doragons11922  めざせ！世界記録? @bHoEb9Th7o0psQh  がんばっ
て！！！@55peacelove  フレーフレー(*́∀｀*)尸"@mahironbaby  頑張れる！ @ahitokira  頑張る姿に元気をもらっています！ @karasukiboshi3  ファイト( ･#･ )&$@maman21  エボルタくんの頑張りが世
界を助けます！@roruma456dan  ファイト@7k7mieko  (*•̀#•́*)! $$@okurukotoba_bot  頑張って！@rain_nav  エボルタ君なら出来るぞ@penpin_gu  すごいよM & & & @mocaron777  頑張って
ねーーー！！@716nonizi  エボルタNEOくん頑張ってp(＾-＾)q@ake_4649  頑張って@ratako77  (*•̀#•́*)! $$@Tac2104  長丁場、撮影スタッフも頑張って！ @OsamubinLaden  がんばれ。エボルタ...お前が
ナンバー1だ！@gb_tl_dev  (*•̀#•́*)! $$@zodiac_xxx  がんばれーー@kiiroimenousagi  自分のペースで頑張って！！@impact1983  応援してます, @wasa9978  ファイト一発！ @atali_masu  fight！＼(^o^)
／ @niki112200  頑張って( + , @aris_k5569  がんばれ！@ankorocyanmayu  登れ登れ！ @goshirakawa2  がんばれ！@maako_chan  (*•̀#•́*)! $$@van_zodiac  世界一に挑戦するエボルタくん、いつも
凄い！君ならできる& @uuupiyochan  がんばれ@blue_avan_glass  (*ﾉ･∀･)ﾉｶﾞﾝﾊﾞｯ｡*+.･:;.☆;*+｡@10mamaru  がんばれ@asanebousandayo  最後まで頑張れ3 @PSN55248252  応援してるよ！ 
@mokichichann  頑張って！@achanapichan  頑張ってください@nya2544  頑張って"(!!"*)!! @hachi1286426956  がんばー！@daGaz8jeAueqcxR  応援してます@ameamefurufuru1  あなたならや
れる5  @kokoroAloha  がんば！@miwamiwamiwama1  君ならできる @foooo_kyun  ( ｣ﾟДﾟ)｣＜がんばれえええ！ @north_sea_pine  頑張れーーー5 @GREEN_CAMERA  頑張ってー！
@Yuuuuuukaaaaaa1  応援してます@nyamake  エボルタくんなら絶対大丈夫だよ@ponpon3675  がんばれー@suzuk1_ma  応援@84JQuRz7cBHEhtM  頑張れ～- & @robinribu  応援しています！ 
@com0826  きっとのぼりきれるよ@hoge_c2  いけーーーー& @duffy_s_18  頑張って下さい！@448eff68316e413  エボルタNEOくん頑張ってください！@inorinlucky888  応援してます！ 
@tTvOzCOrwrdIptS  応援していますN @zousama0912  頑張れー！！！@6inchgrub  ファイト！ @kisk0416  乾電池２個で登りきれ！！@tama55h  買って応援してます@tenshoj  応援してます！ 
@Kireheis  ふぁいと@takako70227022  ずっと応援しているよ。頑張れ！！エボルタNEOくん@tatsuessai  可愛くて強いキミが好きO 応援していますP @ieneko_22  エボルタNEOチャレンジぜひ世界最
長を登りきって目指せ記録更新！！  @shoamour  エボルタ君ならできるできる絶対できる！@nnkzms  ファイト！@transition_29  エボルタくん、スタッフさん体調整えて(! •̀ω•́)#ﾌｧｲﾄ!!@love_suumo  い
けいけ！！！@fuchimichan  頑張れ～& @cloneko9  頑張れ頑張れエボルタNEO！負けるな負けるなエボルタNEO！@34345rinochan  頑張って！@micyan125  頑張って！@spade1966  ガンバれエボル
タくん！ @Shin__Nao  頑張れー& @HSgame0  ガンバ！@micyaso0071  頑張れ！@micyan0125  限界まで挑戦してくれ！@pomeranian5687  ふぁいとがんばれ！！@mittyomiwa  小さな体で全力全開
がんばれー( + ,  @d9120a17ce9948e  応援しています！@kadata1  がんばえー@VwPvUBBR5anM4lh  ゴーゴーエボルタ@aGyZk4b7pKnW7KL  応援！@kyo100kyo  ファイト;  @tomuchine  が
んばれ！！@prince_prisos  がんばれ！@kumako56  ファイト！1歩1歩がんばれ！@yugod_got  エボルタ頑張ってちょーだい!！ @1117yukimaru  ファイト3 @18jun  がんば！！@sasamisan0000  が
んばれ$ @news_kanjani8  がんばれー& @bluemoon307  FIGHT!@172148u  がんばって@L9uJMyex5I1ihaw  最長記録出してくださいー！@pokanatsu  エボルタくんがんばれー！ @helva0834  頑張
れ(≧▽≦)@7stmwhitty  絶対成功　@mizu72400724721  がんばれ！ @sotto_sayonara  がんばれエボルタNEOくん！ @5KjWAEhjDDKuCkY  頑張れ！世界一になれ！@MJWSMKJ  がんばってくださ
い！ @kira2451pan  ガンバルンバ @hauhauwars7  頑張れ！！！！！！ @muchiyuno  頑張れQ  @07mam1  がんばって！！！@mint_green_cake  がんばれー @whip_2cakg  がんばってね！ 
@OhMUpY6rR0OcgW4  がんばれー@rara12040  ふぁいとー！@aiaing80  絶対成功する！ @brangelina163  頑張れ) @naotanta  がんばれ@xambula  頑張れ～‼@tame_rt  頑張って下さい！応援し

てます。@as54003419  頑張れ@KenSyou_Oubo  頑張れ@masao9595  どこまでも行けぇぇええ！@nominit2  小さな大きな大きなパワー！@OnStyle77wish  がんばれ
@febtaka  fight！！ @mame_corom  最後まで頑張って！ @foochan3974  ちょっとずつ頑張って& @jyaian_princess  ファイト！ @nidaime05  ガンバレルーヤ

@BBB48124871  がんばれー1 @hihi_roro_mimi  エボルタくんファイト！エボルダンス娘が踊ってるよ @fujipon070125  1km超えってすごいな @dislika  頑張っ
て～ヽ(*≧ω≦)ﾉ @kangetuhaku  がんばれ！！@motosatodesu  ファイトー" いっぱーつ; @haruyan0912  がんばれ！@HasHas0825  ファイトR
@cherry_purin22  可愛いけどタフな奴!頑張って! @seaman1125  がんばって！@waniwanis  ファイト! @skrvm31  達成できますように！
@JSnqeh3oZFWnJu3  がんばれS @wataru0064  がんばれ！！@e_xnkz  えぇい、上りやがれ！@wajtoto  がんばってください @runakoro3333  エボルタくん
ならできる！ @freeyzia810  頑張ってNEOくん　@9Yw4p30yn3fcrFu  頑張れー@GAZOb6Nz2X7RLow  エボルタくん頑張れー！"(!!"*)!@yun_m_0213  ずっ
と応援しています& @zabieru1111  最後まで諦めないで！@Kensyo_Natto  すごい！がんばれ@y_r_peach  記録更新　登っちゃえ！ @o_has0805  1km越えは、
遠いよ～ガンバレ$  @927yuki  ファイト@GeNki13681899   頑張れー@ysk_ngo  期待してます@jkiyonaga  頑張れ@AA9T9LtTuaFqctc  ファイト！ 
@ategongon  がんばれー& @namicyanmax  すごい！！！ @taraimo55  (!•̀д•́!)! $$.｡oO #ﾌｧｲﾄｫ7 $！ @Mik86063394  がんばれ @pointpanda  がんばれ！
@kshrwj  がんばれエボルタくん！@meg_torchlight  めざせ世界最長！ @harutamano  頑張って～！ @a_7_118  やれやれーぃ！@Doi8110Kaz  応援してます！ 

@Yuki_9_42  世界記録更新！頑張れ～！！@Piccolino_1970  がんばれ@mikenekonopiko  頑張って(!•̀ㅂ•́)! @hy0922yara  (o｀･ω･́)oｶﾞﾝﾊﾞ!!@8noMusashi  が
んばれ @deepsno03864200  頑張って@6585ra  ファイト！ @pyontiki2  がんばれG @ G @ @kura5525825  がんばれ～.( •'• )/@pikurog  頑張って！ 

@ISQn0ttvmjKDdv0   ガンバレ…@FIT4716  世界記録を目指してがんばれ！ @zgok_msm07  陰ながら応援してるねー@michimi3636
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世界記録達成を待ってるよ！@UGS__327dh  がんばれ！！！！@4X7BXU1sTvp5d5g  エボルタNEOくん、君ならできる!頑張れ！@KamimuraTablet  超がんばれ@oNBuLbufnTrauIs  頑張って下さい
@mintochan1234  見ますよ@sidebell  頑張れ@taiwan0322  がーんば！@puri_kokok  がんばれー！@aoizyouzai  頑張れエボルタ！！！@b9SwPLDIthaGyvs  がんばれ@magentak3  諦めずに最後まで
がんばれ！！@Envoy_ss  エボルタくん頑張れ！@IchikoManbou  長いねlがんばれ@raz_schiclo  エボルタくん力をだしきれ！ がんばれ#  @dorayukikun  あともうちょっとｰ!!@AdKlT5TjirUOgCN  ファ
イトだ！自分に負けんな！@C3GzjXQZi50Bcoo  頑張れ@K239501307  がんばれ @g098980g  がんばってっ。@ca11cm6ct11  頑張れ～, 楽しみ8  @xU9B0fMQ5wCUnnn  頑張ってください
@7GNucxkff8gQviL  ガンバ！ @hyihyihyi3  えいえいおー@ERNBPxT6lHCE3hY  がんばれ！@pinkkikikiki  頑張って！ @fatboy_yh  (!•̀o•́!)# FIGHT☆%%@mam1mume  エボルタくん頑張れ！
@takasugi_ichiko  頑張って@cZDc3Js3TNi6o56  ファイトー！！@kix3kids  頑張って！@nagamarunaga  頑張れー！！！@apple_carrot_  頑張れ！ @HEALSIO0112  がんばれ、負けるな
@kRQWaMuTrSfolyO  頑張れ～+ @abc543abc  成功を祈ってます！ @AONe5btdjqCokyb  がんばれー@9ytbgv8Q8tYfFOX  応援してまーす$ 2 @mimurakaasann  世界最長1,111mクライミングチャ
レンジ期待してます+ @kobi2_y  頑張って！！ @piichan716  世界記録出してね！ @jin460802  ファイト！@aayapeach  がんばれ！ @snbcocoro  がんばってくださいねT @Uni7171  頑張って～!
@rwjrMAQIz8gA6jj  エボルタNEOくんならできる！1111mのぼるのは大変だけど泳いだり走ったりできてきたので今回も出来ると信じてます！ @LMy0913  頑張ってきて@fi8LeL6aFTbTdI5  頑張ってく
ださい＼(^-^)／@L3OiGqtUGnccdDf  がんばって！絶対できるよ！@boof0013  身長が17センチなんだって？500ml缶くらい。スゴい挑戦じゃん！ガンバってU $ 　　　　　　 @yakushi85  がんばれー
@Z7N8v  ふぁいと！@hitai13  がんばれ～@qiora14  完登応援！ @wtok33  すごい！応援してます！@_mai_kichi  頑張ってほしい！@tamatama3977  ファイト！@walker010walker  ガンバ！
@motosugiura  がんばれエボルタNEOくん"(! ›ω‹ !)!  @asako_no  頑張って~応援しています$ ！ @abcauka  やれば出来る！@tkshsmelle  落ちないで頑張って！！@ZfKTZdra0FNlteu  たくさんの課題
に挑んできたエボルタくん！今回も成功しますように！頑張れ*\(^o^)/*@suisui_03  がんばってー！！応援してる3 @chika060102  頑張れ！@yuyamada1104  がんばれエボルタ& ! @0611taka0113 
fight‼ @Yujin_03  頑張れ; エボルタくん;  @potasala0818  エボルタ君、頑張って！@mosukou3  ファイト！@jis009  頑張れ！諦めるな！ @motoko1829  頑張って！！！@yuttiisan  ちっちゃいけど
スタミナ満点エボルタ君がんばって8 @NewYorker_11229  ガンバれ@yuyu37509539  エボルタくんかわいい！@mikidayo4  頑張って！ @tttxx46  登り続けるんやぁー(｡･ｘ･)ゞがんばっ！ 
@Pz8qgTrTP0EWCzm  記録達成できます。ガンバレ～@jmsjb323  ファイトっス！ @swa_anzu  がんばれ！！@Kiichigo0123  頑張れー！@cfcAPXuaZl1T0Cn  がんばれー！@moon23965  世界記録達
成頑張れーV @61campe95cam38  クライミングしてる姿カッコいい！@lilylovespoints  ファイト！ @HappyKyouo  がんばって！ @Yst9Iunx87XGebt  がんばれー！！@nekosogi6  がんばってくださ
い！ @ygbicyclebeet55  トライアスロンの時のように頑張って！ @himadanaa_y  がんばれ( + , @yuri_zoomin488  応援しています@tomo24444  頑張って！！@nzm__pipi  ファイト！ 
@daidaizunzun  がんばれ！ @kensyokensyoken  がんばってね！ @ume08880  がんばってね！ @HP3lbjvwPa01VAC  エボルタくんがんばれ！ @yayoinoid_yao  ふぁいとだ！！トミカのDVDでも応援
してるよW X @NDY0515  宮島の会が息子は大好きですY 応援してます！@Yuki_sane2016  頑張れ@chirumiyuakg  がんばれ！！@aamjdajaj  ファイト; @asami_ted  けっぱれ！
@snusmumriken_89  楽しみ！@ree501te   頑張って@mimizucl  やれば、できる！@osakana105qu  がんばれ@kodamachan__  頑張れエボルタ" @24436  きばりぃ@resa_tomichan  毎年チャレンジ
凄い& がんばれーエボルタくん！ @pakachan999  頑張って& @doroncokazu611  ファイト！ @lunaponchan  がんばれ& @esekansaijinda  がんばれー6 ) 6 @6ozid5OS2zLzS8j  小さい体の大きな
パワーで頑張って！！@sno2p  がんばって@yu0x0to  . ！ @414_pon  頑張ってください！ @kouki99991234  エボルタNEOくんがんばれ" @nevadillo_lanco  頑張って＾＾*@nyankoma21  頑張っ
て！！！@arimoka1015  がんばれ@muraaja  頑張れ！ @toraneko_taro  ファイティン！！@SHOss0717  ファイト@rayneko  頑張れ( + ,  @canbus0202  君なら出来る！@hin_pa215  がんばれ
@nyan2_gao  ファイトー！@yukiiie_  がんばれ！@yuri28340828  応援してます！@hikko92   がんばって( + , @winterchild8686  応援してるよ！@nina27moo  このロボットかわいいよねぇ。 
@lily_funkfire  頑張ってね; ; ; @mu33103438  頑張って& @justyougame07  電池復権！がんばれ！@hinofonomiyoko  がんばれ！@ringo_tamy  頑張れ～！ @V1gEc64mY7tSPMz  頑張
れ!@ksk_n2  世界記録達成、待ってます！ @akisasa1216  がんばれ　 @dVNwRVC7ddaAa82  がんばれ@megu1008coffee  ふぁいと- @meru_muuuu  ファイト！(*́∀｀*)尸"@duffy_disney_39  健気
で応援したくなる。@kuebico  ファイト@masumi20658388  がんばって！@kirakira116633  ファイトォ@hawkscookie  頑張って！！ @kanshirin  応援してる# ！ @qoo369Y_T  電池の力は無限大！
がんばれNEOくん！@naominao703  頑張れ@moroyamazumi  登れるよ！@OihIljT0F85L5O2  一人で過酷なチャレンジ企画ですねZ [ \ 心配でたまりません] どうか達成しますように！！！
@kagura91006239  GoGo！@tida1one  頑張って@oioioisii222  がんばれー- &  @27103075  がんばれ！！ @Tatsukensh  最後まで走りきれ" . @akkachan0821  頑張れ‼@YukikoGaku  fight！( 
^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆@hasuringo  (・∀・)ｲｲｺﾄｲｯﾀ!!！ @milkpoohLOVE  エボルタパワー見せつけろ& (楽しみにしてますU ) @sakura2020saku  頑張れ6 ) 6 チャレンジ！@7iL6RikB8i4Z9MD  頑張っ
て！まだまだいける！@miree_000  頑張って！ @hliujun17m  がんばれがんばれ！登り切れますように！@JUN840710  エボルタくんがんばれ！！@mimorin0520  可愛すぎる！！頑張って～!
@rim_9sogumi_n  fight@vHqJNPNbTGD2UbD  頑張れ～@JlhytJrxra9eYZq  応援しています@horokusa1  ファイト！@Yp7Cg5eU8Y6vpI3  チャレンジ成功信じて応援してますね8 @amanaedulis  フ
レーフレー6 6 @kayah12009076  ラストスパート！ @wAFxhv2kou9NHZy  ガンバ！ @rainy92312517  成功しますように& @hero1750  頑張れー！@toshipile  エボルタくんの動きが可愛すぎて大好
きです♥トライアスロンしてた時は感動しました+ @prismiccandy_me  最後まであきらめずに、頑張って！ @0306asan  頑張って！@yamaponn00  頑張ってね！ @chie0731snoopy  ガンバレ！ 
@shi_ba_wanco  いつも見てるよ！ @anan9256  いつも応援してます!!一生懸命な姿に勇気をもらってます! @ZCV7Sc19QOnucEG  ファイト！@saa37057669  がんばってください！応援しています‼
@ryoryon5  ガンバ@boleroWA  頑張ってください！@tsukino_tk  頑張った@ukougan  がんばーっ！@X2M9n  今回も見るからね！ずっとは無理だけど仕事の休憩時間に見るからね！ずっと心で応援してる
よ8 $*ふぁぃとやでぇ~*$  «"((!•̀!<!)#»⌒♡.°%@love_suumo  がんばれ！！　がんばれ～！！！@kotetsunoyome  皆の希望をのせててっぺんまで辿り着け！@manyan_non  ファイト& &
@sanachi_arigato  がんばれ@yuji36147028  頑張れ！ @hiromicochan  E E E E E @anankikodayo  ロープ登りがんばれ！ @yafyaf555  頑張って！ @haru_u_ruru  ゴールまであきらめるな！
@kamenyun  応援してるよ5 @nyanyuuken  応援してます@masa29126  ファイト@mariaya16  ファイト！　@suzunami114  頑張れ@mari161206  頑張れ～@chan_tokage  ロープ登りがんばれ！ 
@p06toki  ファイト!  @mayaponunee4  頑張って@ssachu  ファイト！ @chatagreen  頑張れー @yuzuyagiri  ファイト！ @PnmJ13GK8vxNFLW  ロープ登りがんばれ！ @yafyaf333  ファイトだ(́；
ω；`)@twinkletinyaibo  ロープ登りがんばれ！ @p06do  頑張れー！@YONyMRkwfbizIvD  楽しみ！ @sazae_vs_masuo  頑張って( + , @beniCo684  がんばって！@JK7196  頑張れ"  @egg11001 
頑張れー！@minidora_24  エイエイオー. @rinrinhouse0422  最後までガンバ" @marronmarron40  頑張れ！@daaaaaaaako  頑張って！ @shiroXkuro_usa  ちっちゃいのにパワフル　エボルタファイ
ティン& @miya1123chia811  ファイト@mocchi_319  fight@13bfJrRsvDpqtU6  少しずつだけど、着実に進め！！ @nonanonakki  ふぁいてぃん@momotabetai315  頑張って！
@vZpmvqaMO5gTCxn  頑張って！ @yFo0p8PMv8Jmoks  がんばれー@kiiro_hp  1111がんばれー！！@mochimochi817  エボルタくん、ファイテン！@matiruda0218  出来るはず！ 
@JxQPrJrO3685114  頑張って、1111メートルK @qJHFNsn5cRVgXeI  頑張って! @a80342  がんばって"  @cocoantwomen  ファイト@rururu1237  エボルタくん頑張れ！ @C6Xky39D1ckBgo3 
頑張ってください" @aibo626  頑張って！！@rinrin_taro0710  頑張れ!@seven867751173  世界最長目指してがんばれ+  @Rei___0113  ファイト一発@tlqTSxRIgdNCmQu  頑張れ;
@ponmama24114279  地道に行こう@Daifugo1999  がんばれー@happye55  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  ファイト@wanderingpeople  頑張って！ @manekineco13  応援します%
! @spiral_dy_1208  がんばれー！ファイトーーー！！！°0!((⁰#⁰))*+° @177Rei  頑張って^ ♡_ @LA7urI5WndT2cO2  エボルタがんばれ@kazuo1106  頑張れ" @cpfmod4CAJ9QUC2  ファイト6
) 6 @wamirimo  頑張って！@schneehoeppli  頑張れ頑張れ" @haruyan0912  ファイト～いっぱ～つ！@mimichanHANDEAD  目指せ世界記録　@mikoyumikoka  がんばれ@jujutotoheaven  応援し
てます7 ` @tcb6748kWbM5cyW  夢に向かってファイト@giuDjvsQYdjAhg8  頑張れー. 5 @CJG1qTa8XuNX3lB  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  頑張れ！@mimimi5296  頑張っ
て！ @Ej7SBkhw8kkg3p3  エボルタくんファイト！@kenshinhamama  応援してるよ @masa3373masa  応援しています。@kamitomato1  頑張って動けよ！応援してるから。 @wfrcefbtr2  ファイトだ
よっ！ @Lark_70  長寿命バッテリーの歴史を残せ！！@oguraan_oreo39  電池を信じて頑張れ！@oreo_lions_12  応援してます！ @Gl7hmT  強くて長持ちエボルタ君！頑張れー！@onyourmark99  一歩
上へ！@mica1711  無事に登りきれますようにa @r01ut  応援していますっ！ @starrysky6532  がんばれー！@lia_2515  頑張って！ @kotsumegasuki  目指せ世界イチ　@9Yw4p30yn3fcrFu  エボルタ
NEOくん、頑張って登ってください。応援しています！@tatsuessai  毎年頑張っているね] 頑張る姿に感動] @momo304304  エボルタNEOくんファイト！"  @happyfishchan  がんばって
(>_<)@sakuralaurel115  がんばれエボルタくん≡⊂( ^-^)⊃@ysd8_kj  頑張って～@nobunosuke1631  絶対達成できる！！@youyouyouyou197  がんば！ @Jurik0M  応援してます@TKMYK278  チャレン
ジする姿、かっこいい。応援してるよ @fukiyokoimomofu  頑張れーーー！！電池の力を見せてくれ！@karinchannnnnm  クライミング頑張って～5  @0930Mooomooo  目指せ新記録！！！
@shoko_rume  ファイト@nakochannano  頑張って！ @aiyutakajaga  ガンバレ1 応援してるよ1 @shineewjonghyun  がんばれー！！ナイスチャレンジ5 @superstar9fw  頑張れ！エボルタNEO
君！！！ @taitaiponpon  頑張って！@ZosX23WV4NSk0nt  ガンバレ*(°̀#°́)!@pote_choco  がんばって！@rurarans  ふぁいとーーー @414_pon  エボルタくんいつも応援してます♥CMで頑張ってる姿見
て感動しました! @iMR0AwxszmXmDJT  電池クライミングがんばって！@tsunotch0204  お前ならやれる！！@sasuke5579  頑張れ！！@alice25m  ファイト-  @maki_819  頑張れ～！@k34a2312 
頑張って！！@Neat_NeeeeTV  エボルタNEOくん、ファイトー !!　@tsukiyononiji  頑張って～. ！ @sipp29ri  ファイト！ @sonobadeataruyo  ガンバレ@fkktr12  いけぇぇえ！！！@supopo_vic  がん
ばれ！@mochamocha77777  がんばれー！@akemisan60  頑張れー！@isamago914  頑張って～5 ! @kisssssssnyan  がんばれ！！@JumpAino  ファイト$ @eggonlyfoods  がんばってー！！
@tazcco  エボルタくん、頑張れ！ @M6Eternal  健気なエボルタくん頑張れ& " #  @maine1223  みんなの応援を元に頑張って@harumi_chirol  頑張ってね。@abc987_def  なんか頑張れ
@C4FE_LHS  頑張れー。@minaho8823  頑張って. @bz333bz  目指せ世界最長！ @wacATSBLX3TchMC  がんばれ！ @yECHB0YNVOkgG12  がんばれ！@nagisa_13458  乾電池がんばれ！ 
@IMEbyrareki2510  ファイトー！@orangemilkpop  応援してるよ@NGBtXRjXKAGAibO  頑張って@sonapoke_6k4k  がんばれ、エボルタくん@manasaopapa  電池の進化は恐るべし！@jacknakamu 
前途に幸あれ!  @piocheal  エボルタNEOくん可愛い！　めっちゃ欲しいがにｗ  @kijinyaa  頑張れ～@moroyamazumi  頑張れ～# @nikanikami86  いつも頑張ってるエボルタ くんが好
き!@c362wfl0OelVLHy  がんばれ！！@GyQdw  頑張って( +  @Akimbo19741181  可愛い姿！がんばれ！@Miiikorinrin  フレー⁈@legancen  がんばれー！！！@8888pepepepe  がんばれふぁいと！ 
@DJ_HOTORI  頑張って@jiroda777  がんばれ！！@scrs_7  ファイトおー@nanamaru6  頑張れエボルタ@Nagamori_Yamato  頑張って" @asaXshin  がんばれ！@fuyusametyan  力を振り絞ってガンバ
レ！！@saorindesuyo  頑張って! @Gf4vnY8pTlBNYSM  頑張れ(ó∀｀)o@papamarupapan  マイペースにがんばって！！ @pokky5555  頑張れー！息子は電池を交換する時、「エボルタネオにして
ね！」と言います2 @daizuhaoishiyo5  エボルタ君、頑張れ！1,111メートルを登りきれ！@makohito8  応援してます@tiba1357  がんばれー！！ @lemon9631  エボルタくん君ならできる！@MRBAIN3 
頑張れっ! @MiyuMana5  頑張れ！エボルタ！ @bombs_a  がんばれー@maron78625780  ･:*+.\(( °ω° ))/.:+ @096_tuna  頑張れ @GAZOb6Nz2X7RLow  頑張れい！@Gcodemin  頑張れ頑張れ頑張れ
b @AriArisaaaaaaa  頑張って！@temaki1116  期待大！@qJbMLBRl4Tju2C0  頑張って！ @iikenshow  頑張って& @arapyon0612  頑張れ！チャレンジ成功しますように@saochangmin88  頑張って
ね♪ @15yuki93  ファイト～！ @gseed1  ファイト一発@qHWlLmc8B5jq5Jt  ファイト@O4mZoCrGv3Ma22b  エボルタくん頑張れーーー！@melomelomelon30  ロープ登りがんばれ！ @apporos01 
わくわく♪　@Shishi_Yasu  頑張れ！@ChisatoShiraki  頑張れc @papiko022903  がんばれ！ @rose_aa2  頑張って@panpacapan0615  頑張れ頑張れエボルタ君！応援し
てます♪@nanakusa_18  パナソニック製品好きで応援しています！！ @maje_S210  がんばれエボルタneoくん@a1pP3bG7f3A4CZZ  頑張って！@KNSHOU149  ファイ
ト6 ) 6 @honeybear072  登りきれ！ @kensho_shigeru  3 @hanta_rikon01  がんばれー！@rarirurun06  ファイト～一発& @daisukifec  ロープ登りがんばれ！ 
@ifug21  記録更新を期待してまーす(^^)@rinasupreme  ファイティン$ @TENGAOUHOU  がんばれー& @owaraiokinawa  今年も頑張れ！@shi77789te  頑張ってd
@hLoz3ZVqCB0P6NJ  目指せ！頂上へ@kenshougannbaru  エボルタ、ファイト！ @sumire_eri  頑張れ@NOAH0704  加油" " @supremerina0124  頑張って！
@risu51707209  応援してるよ～" # @uDqQFHJCMM46KMf  ファイト@nya_fuu  頑張れ！！！！@KinnikuThatcher  頑張って( + , @l0fzrrO6m9WTCbV 
頑張れー！！@XgTeso  応援してます！がんばれ～！！@takewanko1  頑張って@kensyousuraimu  いけるいける！！！@WFO4dbxZ0QibufE  がんばれ～がんば
れ～@monnmon0524  がんばれー!!!!!@aketyantyan2  がんばれー！ファイトー！ @n_sokari  「やればできる」 @rainsany1  毎回すごいね！ I
@ycVtB56rnHk5bbu  頑張って5 頑張って5 ！ @sW50V6CsXKSmHcW  可愛いから好き！@yutashiawase  頑張れ～！！@soratoko0218  すごいとこみせて！ 
@mahinaneco  ファイト"  @cocochimuy  ガンバレ@akira98222693  がんばれ# @saracho1223  今年も応援します& 子供とマックで貰ったDVDで見てから
ファン5 @chibon_chibon24  頑張って" @udon1121suki  ファイト！@tosamoshi  ファイトファイト！ @hamakawa1028  ファイトファイト！ 
@hamakawa0731  頑張れー！@amichutan  応援していますe ! @kyunDESUsai7  かわいい♡@sanancoco5  頑張ってください！@GA25VcAwqidrfSO  がんばれ
@HKen51  頑張って+ @Tubeiii  頑張って& @DAN53956128  がんばれ！f @nyan2_gao  がんばれ！@haooo0000oo  がんばれ! 応援してるよ"
@thqFm0Z26QUZs5y  がんばれ& @yuuri68966498  がんばれ！@kodamachan__  いっぱい登れ@rossikun
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チャレンジ精神豊富で、頑張り屋さんのエボルタくんが大好きです5 いつも応援してるよ& @mihobell  頑張って！ @ringo_tamy  neoくんガンバー+ + @bHoEb9Th7o0psQh  怪我なく最後まで頑張って
ね1 応援してますQ @ANKUN_RoBoHoN  がんばってね10/7と勘違いして探しちゃったわｗ@yy10050  頑張ってね！エボルタ君　応援してるよ @taka14tomo  ファイトー！@Bremen101  ファイト！ 
@1KslHhc75TW3Ord  楽しみ！@nikonikkosumail  成功してほしいです。@kojima93501979  ガンバれ@kaibashira1002  ふぁいと！@kentychans  ふぁいっ! ! @so__sleeply 応援してます
@lasttakasub   まだまだ行けるよ@aaa001akasya  ふぁい！　@akinokoto   がんばれ@on4ma5re   がんばれエボルタNEOくん@gogototo777  頑張れ(́▽`)ノ@6inchgrub  がんばえー♡@sa_tin37  頑
張ってください? ！ @e4smCAYzuSSXe5g  ふぁい@RaspberryCassis  頑張れ！@takapon77777777  ((o(́∀｀)o))ﾜｸﾜｸです！ @rala16430538  ガンバ@KenSyou_Oubo  体力十分あるのできっとでき
ます頑張って@chuxxliprin  ファイト～～!@mj602tm  1,111mなんてすごすぎる！NEOくん頑張れ！乾電池の力を見せつけてー！ @Cheki_maru1212  頑張ってぇ！！@makoneko4649  がんばれー！！！ 
@gomachan_24  頑張れ@ ← @mm_zzz19  頑張って" @KKR_0902  がんばれっ！@love_Harulove  世界最長頑張って下さい。@MACHAMASADA 世界最長目指してがんばれ！@chan_tokage 世界記
録更新！頑張れ～！！@Piccolino_1970  エボルタNEOくん、がんばれー@smlmgc  がんばって～！フレーフレーNEOくん、がんばれがんばれNEOくん！＼( ◉▽◉) ／ @AprilTulip  NEO君ならできる！頑
張れ～- - - 　 @tnm89387038m  ガンバレ～ @gTjmuwR3RHP6zte  がんばれ！がんばれ～！！！ @ume08880  チャレンジ応援します！@y_tomohiko  (っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!ﾌﾚｰｯ!@1115shige  応援し
てます！@hikko92  長持ちって安心@erieri1987  おいらも頑張ります; エボルタ& ファイトだ( @takoyakitakoage  子どもも大好き7 エボルタくん& & 頑張って～(!•̀ㅂ•́)!! @rururuns21  エボルタ
NEO君チャレンジ応援してます。 @pekkotan7  ファイトかめ～g U g 5 @kamelucky321  頑張れ@michan_4u  頑張って( + , @mame42195  登って登って登り詰めて3 @chibita4649  エボルタ
U 君の姿に励まされてる人達がいる; ファイトだ3 @wannabesub4  登りきれ; ファイト6 ) 6 @chintan588  頑張ってください1 @karinmashu  がんばれ@tt172015  記録更新に向けてがんばれ！
@4t2bnkd6mqeNCYy  詳細を読んだらエボルタNEOくんも大変だけど当日どれだけ視聴者が集まって応援メッセージ送るかが鍵なんだな。@sr_01m_robo  まっすぐ登れ！@eaglekatsu0529  がんばってね
@akane_skgc  頑張ってね！ @yuzuki826momo  頑張れエボルタくん@takesukusukuku  パワー発揮に期待しているよh @j70437658  何度も厳しいチャレンジを乗り越えてきた勇姿を今回も見守り続け
ます！頑張れ！ @sr_01m_robo  毎年楽しみにさしてるよ @aosan816  世界最長ってすごい@tatsunko1201 がんばれー！ @mvoaiz  メリーに使ってます！ @coceesan  いけいけー　@coceenote  その
チャレンジ精神応援します！@harry77789  エボルタNEOくんならやれる！！@Muchoitou  頑張って1 @ratako77  できる！ @NewAdventure7  p(́∇｀)q ﾌｧｲﾄｫ~♪@hattari__kun  がんばー@tourin11 
また凄いチャレンジですね！応援しています$ @243mya  もっともっと進め進め！ @chiba_wankoro  頑張れ!地球の未来は君に託されている!!@S904231 応援してます！早く元気になって@toshipile  応援
しているよ@conpalu ファイトです(*･#･*)!！@Mm752810  健気だね@kotokotorinz  ＼（＾▽＾）／今どの辺りかな？まだまだ行ける！応援してるヨ！＼（＾▽＾）／@wodu_robot 世界記録がんばれ！！
@leaq32_lani "(!!"*)!@mayochikastep (о́∀`о)ノ@lairy80a がんばれ+ @RbiqRZGOTSr7Vrg  頑張れE ! @a_Kingfisher_  がんばってー！@sy40702888  ファイトー！！！＼＼"( 'ω' )! ／／
@nanmoooo  勝て！ @bambiro55  頑張って@hin_pa215 ギネス級 @i_gold358  がんば@mikinosukeeddy  頑張れ！世界記録はすぐそこにある！！ @holy_cow1869  がんばれ！エボルタくん！！
@lilin0korira_km  頑張れ頑張れファイト@5gxTihr19lvsilt  どんなときでも安心の電池になってほしい！ @yFo0p8PMv8Jmoks  NEOくんがんばってー3 @jtntoa  エボルタNEOは強い！必ずやり遂げられ
ると思います( ́∀｀) @mellis_P_FD  突き進め～！ @wAFxhv2kou9NHZy  ガンバレ！@mikikaza0806  ( *･∀･)9ﾞファイトー♪@strawberry1_ami  ふぁいと～ (*•̀#•́*)3 @Min_mi2391 頑張って
@15daifukudesu  ﾌｧｲ!! (∩`ώ)⊃))ｼｭｯｼｭｯ@You65273819  エイエイオー. @rinrinhouse0422 　　　　　　ね！ @yokopu2222  応援してます!!$ @aoao_siharu  頑張って、頑張って、出来るよきっと

@cherry_purin22  頑張ってね# 応援してます$ @sl7i7tbYIm6Tub3 いけいけー( ́∀`)ノ @kuronekocat2010 絶対大丈夫& 最強エボルタ& @richorun0424 がんば！
@H3fpy6WFgpK72ER  今回もがんばって！ @anan9256  頑張って1 @_nyoshi ロープ上り、すごい!@someone_and_you クライミングファイトーっ！ @Sayuyukensho 最後までがんばれ！
@tiityan_18  頑張って！ @fluffy_snow1125  頑張れ！ @pepopepo39  フルパワーで頑張ってー！@yoppyhys 今回も頑張ってね！@CdmJun ファイトー8 @SHUKO_1 エボルタ君なら絶対大丈夫&
@koka18557995  頑張って下さい1！ @kgDBHxf1mb7wfz3  がんばれ"(°̀#°́)!@yuana__123  どんどん高くもっと高く; @OZ1_keylock 頑張れ！ @hiromicochan 頑張れ@masa29126 頑張
れ～！！！ @mihachiro1224  ファイトー！！！@asahina_haruto  目指せ世界最長+ E ! ! @pepecha59216075  やれば出来る！@bowzuyama  頑張って！ @5K38zFsgHDMMK6d  がんばれ！！ 
@aroiaroi2  がんばれーーー！@Spoooooon32  ファイト！ @chatagreen  '' ((●˙"˙●)) 22@ran3260  がんばれ@wawatango  応援してます, @nyamake  どこまでも行っちゃえ！！ @o_has0805  頑張
れエボルタくんK 5 @SanNishimi エボルタNEOってすごいんだね@three_bay 応援させて頂きます( ́•�⌔•�̀ )♡@Mikan_universal やれば出来る！ @shnpganando 頑張って@yyoko03274 頑張れ！
@AtsushiDunk  エボルタくん凄いな！がんばれ！@pampkin_bolo  がんばれエボルタNEO君！@saketoba0608  頑張って登りきって" ! 応援してます& @hanabi_panda  がんばれー！@hana_zo333 
がんばれ@rita_pyon がんばれー( + , @lovelovepanda99 がんばー！@masumi20658388 目指せ& 世界最長+ & ! @hare2xh 最後まで諦めるな@raym092320 エボルタくん頑張れー!
@aYSey8zk0ldgCiX すごいチャレンジ！応援していますC @nkrhappy 頑張ってー@Sb1y7KIUPJUdNHZ ファイト7 　@mayaponunee4 がんばれエボルタくん！@yu_coo がんばれー( + ,
@chocomint005  エボルタNEOくん、頑張れー！ @kyoo_hoo  がんばれ@sakiron113  がんばれーーーーーー" " @ma0220n  がんばれー！@yakk2024  ぐゎんばれぇ～～"( ''ω'' )! @atare_kenshou
がんばって!@hukuwoka 今年も頑張れ！@shi77789te  頑張ってください" @lemonllo3  成功しますように！ @riiico37041794  がんばれ～@kayo_2020  頑張れ& @Mion0626  顔晴れ(がんばれ)G G
G @cocco_ys 頑張れ@dwtcf229 エボルタNEOくんならできる！ @ponanop 頑張って！ @yosi_utosa 応援！ @AK84260274 頑張って@kuri62426 頑張れ( + , 頑張れ( + ,
@ayanareinapapa 心から応援してます！@kurimshichu エボルタNEOくんがんばれ！！@junasann02 頑張れ@REDS_Tigers_aka ファイトです(*‘ω‘ *)@twinkletinyaibo NEO君i 頑張れ6 ) 6
@YsCocco 子供のおもちゃで大活躍！頑張れ！ @Grazie_en やればできる; 頑張って@V6Aym2 エボルタくん頑張れ～1 @wmQRam9MT40mRky 頑張って- ) - @t_o_f_u1988 がんば！ 
@wafu__mofu  今年も頑張れ！エボルタ君！ @ZpoHqO  がんばれ！@erinyuso  毎回チャレンジを楽しみにしていたので、今回も応援します. @mintominto_25  がんばれー！！！@coco14150346  頑
張れ　エボルタ頼むぞ！ @YhLcHcBllKOj59D  がんばれ！　@haguremetal999  応援$ ！ @qoo369Y_T ガンバレルーヤ@Bw46tpqSFMcyiIM 行けるぞ行けるぞ@sugi703 頑張って
@mKENRFiqaVUVvyE  頑張って！@olncit03 NEOくんガンバ！@rungorogoro q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@anmitan09100704  がんばって！@amy66256828 いいね@souunn1  すごい！がんばってー！！！！ 
@Jasty117  毎回応援してますよ！@puppis1987  登りきれー！ @gumigu3ko  頑張れ@konekononeru  ふぁいっ！@yurufuwamasana  がんばれ！ファイトC C @a1pP3bG7f3A4CZZ 頑張って
@9march9  記録にむかって頑張って！ @jarajarakey  頑張れ@JqBmZoxJ4Tg4gZk エボルタくんなら出来る！@resa_tomichan  頑張ってね！ @JHY8888  がんば！ @MUNO91333526  頑張りすぎん
なよ！あんまり無理せんでええからな！！@ONIpYCbDZJ0CiHx ちっちゃいのに頑張ってるね！ @kyo12mom12  頑張って！ @shiroXkuro_usa  ファイト‼@mi_tam757  頑張って@nusoramido 頑張っ
て@Qac7W5lJFvUh2Qs  頑張って！@kcEcTbPVL0GtEW9 がんばれ@norrem61  ファイト！ @n__o__k_  頑張ってください。 @masakappa  neoくん、ふぁいっと( ́∀｀)！ @Pz8qgTrTP0EWCzm 頑
張れ1 @_mm___mmmm_____  ファイト！ @spy505050  がんばれー！ @mido_mama  成功を信じてます！！@shiratamajin  fight！応援してます, @hasuringo  頑張れー！！！！！@ciitotomama 
がんばれ！@ZephZxYAhgm0TYZ がんばって♡@mimiko2929 FIGHT+ & @Jneko0x0 頑張って@mariaya16 がんばれーずっとファンだよー！ @komomo_kko 頑張れエボルタ
NEO@kinkinyanko4212  がんばれー@yakkoyana  密かに応援します@mimi37161  頑張って！ @BBMsZzlb733nvrj  応援しています！がんばってください‼@ryoryon5 頑張れ$ エボルタNEOD
@moguram2019  ファイトj E @soukou0812  かわいい！がんばってー！ @nana07587835  がんばれエボルタ！ @lotus364  がんばれ！ @tono0831  家族みんなで応援していますU 頑張ってくださ
いね. @nyanko358suki8  ここに！@Roypa0820  行け!!@DORA101000100  楽しみにしてます。頑張って～！ @0815Manma  頑張れ@masao9595  やればできる！ @AcyKktBfVV4r1MM  ファイ
ト！ @ume08880  ファイト@Jnme9jwtsxyxhMI  かんばれ！登りきれ～！@mikuron15  応援しています！ @kadata1  ファイト@QsVMjnz95GFeUyR  成功を祈ってます！@nonbirihipuchan  がんばり
き@JackBoy49  頑張って; @yukatikou  頑張れ@naccannakachome  ファイトー& & & @Mint31208855  がんばれ！@8zenzai8  頑張れ@Asari0525  頑張れ！@umitakui  がんばれ@wataru0064 
最後まで走り続けて！@Ikkunbouya13  ファイトエボルタ！ @K_Hexa  期待しています8 @i8IO5fW751EUcnI  ファイトー！@mari_xs  がんばれ(∩́∀｀)∩* @aibo626  がんばれ電池@hinofonomiyoko 
ファイト！ @sumomo____momo  ガンバレー〰@KamimuraTablet  がんばれ( + , @fu_to3 頑張ってね！ @monnmon0524 頑張れ！@type15mochi FIGHT@Tomakomai12 応援します！ 
@west3254  頑張れ！エボルタくん！@twi_kona  ファイト@mcyuzu  頑張ってー！！@kumatan98  負けるながんばれー- & @rengesakurabana  すごーい！頑張れ！！！！@macotaann  頑張って&
@happyusaco 電池の力を信じてがんばれ、NEOくん！@naominao703 頑張って！ @u_yu_x6 頑張れ @king44ka がんばれー！！ @aua_nk がんばれ！！@AuFrp がんばれー！ふあいてぃん！
@parutanseijin8  がんばるんば@etoperika  どーなんだろ？@serarui4649 頑張れ@kk52968  応援しています. @Dam86TX まだまだやれる！！！！！！！応援してるよ！！！！！！！！
@cElnrEydPKyCmnI  頑張れ！(*́∀｀*)尸"@duffy_disney_39  頑張れ！！！@roiriku0508  世界最長目指して頑張れ！@jejejejejes2  やれるかな！？　がんばって！@suzaku4011  がんばれ！
@database2214 ガンバレ～!@rira3rira3 頑張ってー！@knhdog 頑張って@176natsumi ファイト！ @yukkopannda ファイト！！ @shumi_choki2 ファイト！@nina27moo 頑張って
@PC3x0T7ZDao1xVw  ファイト@USnhGSbMGOq75P4  頑張れ～@naoki73  頑張れ～@wamirimo  ファイト@shoushou1951  ファイト@macoco24  頑張れ( @green6beans がんばってー！ 
@tsurarara 家族みんなで応援します！！楽しみ～! @makaron226 頑張れ6 ) 6 @ren30_to_yo 頑張れ@papamarupapan エボルタNEOくんがんばって= = @chibi_umaru 頑張って. *
@maikosandan  エボルタくんがんばー! ! @bocu_  毎日がんばってね@wanderingpeople ファイト、ファイト！@PNt2lZSaAyUWIur  頑張れ1 @tamano06151012  頑張れー！！@xxeuropaxx  ファ
イト@Y1oJF045YcxH5Yt  頑張って@melody_nika2  がんばれー！@sa_chan310  ファイト6 ) 6 @honeybear072  頑張れ@FUNKY_DRAGON2  頑張れ@NOAH0704  がんばれ！！@x5wc_w  可愛く
て好きです$&@122404_am 頑張って& @ba_by55 頑張れ$ @ponmama24114279 応援してます& @HARU20201130 ファイト6 ) 6 @yu0x0to 小さな体で大きく羽ばたけ！ 
@tsukiusagi_moon  (*ﾉ́□｀)ﾉｶﾞﾝﾊﾞﾚェェｪｪ@datenshichan37  o'ʕ*•$•ʔo尸ﾞﾌﾚｰﾌﾚｰ@janiotaNoA  応援してるから頑張って！！@yuk679  最長まで届け！届け！届け！！@lucky7chachacha  がんば
@mayoko2021  頑張ってね！ @saransararira  がんばれ！！@shoko_rume  達成できたらすごい！がんばってー！@hirunetooyatsu  がんばれー！！@KwZ2ljSQAWuaHCC  チャレンジ成功しますよう
に！！@abmym1  かわいい！がんばれ！@xAR7JH3xUSAGqpy  エボルタ！Fight！@53Rn8  応援しています @aijry14  応援！@osushi96  がんばれ！@maiko_425  がんばれーEVOLTAくん(  ･#･ )&$
@ririnanrion  いつも応援していますA @kazusan0416  3̊4*̥(* 5 6+ 7%5 6+ 7)4*̥頑張れ！@14Ysua  (p｀･Д･́q)＜がんばれ！ @yukicyan45623 NEO君がんばれ*(°̀#°́) ！@3CbDvWwbgoD5pE2  がんばれエボルタNEO
くん！@PG_0419  エボルタくん、がんばれ～～ @AA3yoTCEdCJdbjn  行け行けー& もう少し! @bluemoon307  頑張れ！@KinnikuThatcher  ゴーゴー+ ! @minidora_24  応援しているよ。頑張って
ね@geckos2012  頑張れー！ @55qocJRzXWHTUfh  応援してるよ@Fortunaneko がんばれ= がんばれ= @chan_tokage  がんばれ！@momotabetai315  世界最長頑張って～@yuuri68966498 ファ
イト@rururu1237  ファイトファイト！ @hamakawa1028  ファイトファイト！ @hamakawa0731  がんば@affa3003  がんばれ@chie1953  頑張って- @EAR01076512 がんばーーーーてね！ 
@daikidaikiti 君ならできる@hohohohoho2525 頑張れー& @hinamama621 がんばれ！@mekemeke1125 頑張って" ! @saracho1223 いつもエボルタにお世話になってます！がんばれ！
@acha_081031  ガンバレ) , @sas_0515  ふぁいとん！@kentychans  頑張って@iZrIe8PbA7bPMxx 登り方が可愛くて8 頑張って!! @nnaimnm  頑張れーA @yuki_yuki3690  世界記録更新頑張っ
て！ @irokewa16104 p(́∇｀)q ﾌｧｲﾄ~♪@Alice_2129 トライアスロンにいろいろ頑張ってるね。今回もできるよ！頑張って！@_dorapanda_ 頑張ってk @ @NAMI_nekolove55 ファイ
ト!@tt_no_oyassan  最後まで頑張って！ @foochan3974  応援してます！@7usausa  エボルタ可愛い8 頑張って～& 5 @white11050730 ファイトー！！！！！@yuk792 頑張れ‼

@6PsLk6JucEmpWN9  過酷！でも頑張って! @Tsubomi16Timbre どこまで行けるのか期待R 頑張ってね！ @moo3moo20  ファイト！@spgrsha  頑張ってく
ださい！@tuyokuikiru249 応援してますl @pyonkumao 諦めずに頑張って@aimin_mama 頑張れエボルタ@yahman0104 応援してます！頑張れーb

@yuyun_777 頑張れ～+ @robinribu 凄い挑戦! ガンバレ！@PancakeUsagi がんばれ！ @aamjdajaj がんばれーー！@yuzumama473 頑張って
@bzoo56nn がんばれー@qn_tomistar 頑張れ！応援してます！@ribeeeru がんばれ！@kiyoppap がんばれ！@tomsum17 頑張って. & &
@mocaron777 頑張れ- @abc543abc 頑張れ- @ukinkouiui がんばれ！@39coming がんばれ; @chokusenbancyou NEOくんファイト！ 
@minon82minon 勢いそのままファイトォ@ONLY_momokachan 頑張れー！！@mio50188562 頑張って" " @yuzuki2940 がんばれ！
@kinakoyomi_16 最長記録頑張れ( + , @canbus0202 頑張れ！ @ahitokira 応援してます。@suibokun7 頑張れ@K239501307 < m Q 7

@krmrchan8  いけいけ@ryonnn6  ガンバレーーーーーー！！！！ @coaranomarci  あともう少しb 頑張れ0 2 @hrk_33322  頑張れ！エボルタNEO君！
@GkITdP2mH5st0qc 健気な姿に、感動！！応援してますa @momasachiki  ひたむきに頑張るエボルタくん！いつも応援してるよe @pyonpiropi  頑張って
下さいm(__)m！ @ashikago  p(^-^)q @414_pon  ガンバレエボルタNEOくん、ゴールまでガンバレ@PNBh3cy2hLV0MeF  チャレンジ精神最高n " 88 o #

@fnk_365  頑張れー@chiviry1  頑張って3 @Tubeiii 頑張って@H101Yuko がんばっぺ7 @MMskhy7 世界最長にチャレンジ= 頑張れ～絶対出来るよ4
@m0_0m77712
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エボルタネオくんのチャレンジいつも息子と応援してます！諦めないエボルタネオくんの姿がかっこよくて息子の憧れですC 今回のチャレンジも頑張ってください" @ddddmmkdddd  頑張るぞー！
@nyan2_gao  (☝ ˘ω˘)☝ふぅー！！@0416_37  がんばれ！@fooootaroo  その調子！@bullfire1021  目指せ！世界一@ayato52420585  頑張れ！@K9T73  がんばれ@PsbfSh64SZr1ujl  応援してます！
息子のおもちゃのエネルギーです@Yuuunnn0901H  がんばって！@nyakox  がんばれー！@ayuka0125ayuka  頑張れ！@koooo_ta_  応援してます+ 8 8  @ASM5851  応援してる
よーー!@jackie202009  がんばれー- &  @wayo_chan  がんばれ～！上を目指して！　@tk1012oa  エボルタの限界値は無限大。@F9rPe6i0JQBHdgu  エボルタが限界を越える瞬間を見せてくれ 
@AeF50LZYuCJSCw8  限界を越えろ、エボルタ。 @nIulldCoRgRfSUg  ファイト& @nyannyannekone  NEOくんがコツコツ登ってる姿は健気で、ガンバレーーー- って思うよ！！
@SWSpR9bDlMq8yPS  世界を登り切れ！@WHarimakun  頑張れ@missy666666  いつもご苦労様です!@konotarou45  ガンバ@tomytomy42  頑張ってッ！！( ≧ ∇ ≦ ) @cielheart  がんばれー！！！
@oto_nichijo  頑張れ！ @ymarupen  がんばれ～！ @ume08880  エボルタNEOくん頑張れ～%! @maruhiro  ガンバレ(≧▽≦)@c4zSa4eTJOcCawa  がんばれー！@medamayaki397  がんばれー
@ha_inu8  頑張れエボルタくん！@harumam_2176  エボルタパワーで登り切れ！！@pplEL8xMWFdRR47  応援してます！$  @sasaminohonnki  頑張って@chamkichi0615  諦めたらそこで
(略)@mikkku_39  がんば@yuamamann  がんばれ～！ @yukkopannda  誰にも負けないパワーを見せつけてやりましょう"  @tapiocawakuwaku  NEOくん、世界記録達成できますように#

@chibikuma_sweet  まだまだがんばれる！ファイトファイト！！@NAOH277  頑張れ！ @KOTO72595819  頑張れ～！応援してますE ! ! @maru0180826158  少しずつがんばっていて偉い！
@tontonsan33  がんば、応援メッセージ！ @asayoo2  頑張って！ @g03614208  頑張れ"  @tikio1137  諦めずにがんば！ @ken_kswz  がんば！ @mimonenco  頑張れ！為せば成る！ 
@aquario501111  ファイト@sukoyakadays  がんばれ！@genjineko23  かわいい！応援していますp ! @flower__2112  エボルタ! 頑張ってね&   @3SWCUODrafQXZcJ  応援していますね！ 
@horokusa1  がんばれ！@hi_o419  頑張って！！@25yu17  頑張れ1 @izumi1986t  Fight@anmi1177  (*ﾟ▽ﾟﾉﾉﾞ☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ  @DNA_Odyssey  フレーフレー6 @kayah12009076  いつもお世話になって
ます！！@merumaga_china  これから！これから！ @wAFxhv2kou9NHZy  応援しています！がんばってください‼@ryoryon5  登りきって喜んでる姿が見たいです& @kote_k666  がんばれー！！ 
@bado20201  頑張れエボルタくん！@1543215a  がんばれ！！！ @ttr_nnn  ガンバ！@miyaviya1114  がんばれ@mari161206  がんばれ@igarashi001114  君ならできる！@HadOnly  ファイト！
@yukaaa777  頑張れ@atetaindesu  世界一！ @mclskl1  応援してます！！@LhODK4tcFW972tK  頑張れ@masa29126  がんばって！！！！@waniwanis  ファイト～& @3622mayu1  がんばれ～- &
@Ni2ViQZmG8xtVU3  D @nonuronu  頑張れーC ！ @SHUKO_1  頑張れ！@_nyoshi  ファイトです！！！@shiichan_y18  まだまだ登れる！@pi_ka_pi_kachu  おうえんしてる！@u7eFb7kATJpShfm  
生放送みるよ～！ @anan9256  エボルタがんばれ！日本のすごさを見せてやれ～6 @Momo19025871  ファイト@amic05  ファイト! . !  @yuki_nadeshiko1  楽しみにしています @hirosi33  がんばー
@ryo___watanabe  頑張れ$ @ponmama24114279  可愛お顔のエボルタくん、バリバリ頑張れ！ @yukohy  もっと高く!@_columbo_  (!•̀ㅂ•́)!!@yu_point  記録達成頑張って@hani_megane  がんばれ
' ( ) ！ @nyan98510076  がんばれ～　"(!&#&!)# @taka14tomo  頑張れ-  @puddinganzu  頑張ってね！ @kawausokun16  動き続けろっっ☆ @hanitamago  ロープ登りがんばれ！ @p06toki  頑張
れ～@mimin0123456  頑張れ！ @hiromicochan  登り方可愛いd Y がんばれエボルタくん！ @tegemam  エボルタ君の挑戦、応援してます！エボルタ君、ファイト！！ @rintyamakkusu  ファイト-
@ItsukiTo  ロープ登りがんばれ！ @p06do  応援してます。頑張って！ @MMMA687  頑張れニッポン、頑張れNEO！ @tama271yama  ロープ登りがんばれ！ @apporos01  頑張れ@18jun  えいえいおー！
@mi_miyuki_mi  ファイト! 　@mayaponunee4  頑張れ～@kakko55  応援します!@atsu__kumi  fight@twpwin  がんばれ@mdtpf36  頑張れ、最高記録！ @oyu_uyo  ファイト！ @chatagreen  がんば
れのぼれっ@uk_music431  楽しみです@pnksy644  応援してるよ！@jacky02111  ファイト6 ) 6 @kumami_com  ファイト @masa3373masa  頑張って、走り切って" @akkachan0821  ファイト
6 ) 6 @twinkletinyaibo  頑張って！ @shiroXkuro_usa  応援しています！@sawasawa1116  頑張れー!@minidora_24  エボルタくんがんばっ。@donarino  絶対に世界最長達成！！@ma8301ha  頑張っ
て～！@ZosX23WV4NSk0nt  がんばれー( + , @sa_chan310  かわいい！@seraseeda  頑張れ！@aina_ai_2  頑張れー& @jibanyan124  エボルタくん$ ガンバレ@resa_tomichan  頑張ってエボルタ
@kenkenM5120  頑張ってj A @maimelody1229  がんばれq r  @yuyun_777  EVだ @tomurasakey  応援してます！ @V1gEc64mY7tSPMz  頑張れー！！@JSYCAzlBJKHKqQJ  がんばれー
♀_(`O`)♪@pekopeko1983  がんばれー！！！@mina_xx73  keep it up！& @pagu64810686  とにかくがんばれー！ @V6D232U3OouAGf2  s s s @HKen51  エボルタ君頑張ってt
@LA7urI5WndT2cO2  ファイト！!  @0611taka0113  頑張ってE E @meru_muuuu  がんばれー@reiko080656  頑張れ(∩́∀｀)∩* @aibo626  がんばってー(́p・ω・q｀) @nagyun0117  最後まで
登り切れ！@tu2ru6  ファイト@macoco24  エボルタくんファイト!  @To_risugarini  頑張れ！@nakadashota  頑張って！@xmizukixx  絶対に上れるぞーーー！ @sgClrb8dVrGeVfK  エボルタくんu 頑
張れ! @shuu201210  まだまだいける！ファイトだNEOくん！@rungorogoro  のぼれー@sumidamikan  エボルタくん(!!•̀ω•́)! ファイト！ @nyanco_mammy  今回も大丈夫！ @ce1Sl1JlPaQ38D2  頑張っ
て！！@ZZgLQOKfQ4QlnI8  頑張ってください！@kix3kids  頑張れ！！@aikata5124  チャレンジ成功祈ってます！ @soredakedesu  応援(*･#･*)!@osk51634  エボルタ君頑張って+ v 8 @ErixwM  出
来る！！@twitwi09  君なら出来る @RomzHoliday  がんばれー！！応援してます！@suugiiii115  頑張れ' ( ) @wamirimo  頑張れ( + ,  @naoko_bonheur  ファイト@ebisenbei1810  頑張れ
@papamarupapan  頑張れ@honeybear072  エボルタ君頑張れ "(!•̀ω•́!)!！ @LQqJeR5FUwEms27  ファイト@NOAH0704  FIGHT！！@monnmon0524  頑張れ@chitaru_fujita  エボルタくん頑張っ
て！@pokanatsu  すごそう！ @yopoino  頑張れ@reina09171128  頑張れ～@naokaza1025  がんばれー！@xxxxaaaaarixxxx  がんばれ@rugeruge  ファイト!@DAN53956128  がんばれー- &
@h_uggg  応援してます！@x_o_ari_o_x  ファイトファイト！ @hamakawa0731  がんばってーーーーー@marumarudrop  ファイト! @bairinsou  がんばれー！@togaveling  がんばれ！ @kira2451pan 
とんでもなく世界一！頑張れ@kerokeroparn  頑張れ！@nigorihaumami98  がんばれまだまだ登れるよ！エボルタNEOくん！@ken_chan_jr  ファイトっ@nas77637582  チャレンジ　@kmmr_tks  がん
ばってー！@erinyuso  世界最長目指して頑張って. @mirubau42  エボルタくん、頑張れ～！@matiruda0218  頑張れ！ @sumiyo75987491  がんばれ！@luckymania07  頑張って～"(ﾉ*>∀<)ﾉ！ 
@sky_love1101  がんばって！ @anan9256  プラレールでも踊ってたね！@mon_470  がんばれーーーーー！ @tpNWbzoyr4zmJbq  ふぁいとーーーーJ @3939hana  応援してます@OihIljT0F85L5O2 
がんばれエボルタくん\(//∇//)\トミカのDVDでいつも応援してます+ 5 5 ←！C  @NDY0515  世界最長到達できますように！@JUNI060606  頑張れ" @Be12504295  ふぁいとー@kazamadaikiti  頑
張って！ @810Gluck  成せばなる成さねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなり@snusmumriken_89  世界最長チャレンジ！！凄い！！頑張って) w @moryu_moryu_0  ファイト@RaspberryCassis  頑
張りまーす！@KoheiIMAI  ファイトファイト！ @hamakawa1028  ファイトファイト！ @hamakawa0731  がんばれ！エボルタくん!!@yY7kF7f4Hv4kwJL  見せてもらおうかエボルタNEOの性能とやらを 
@To_risugarini  頑張れ！@0vAxXSheypMk7vt  Good! @hatena123  意地を見せて欲しい！ @tiaru  頑張って～& @uDqQFHJCMM46KMf  がんばれがんばれ！@DmaimaiZ  ふぁいと！
@benjamin4645  がんばれ！！ @ranranranko2  がんばってください- @mirume1129  大記録までがんばれ(º∀º)!! @south0120  がんばれー@aketyantyan2  長持ちで長期保管も出来る！いつも使ってい
ます！１１１１ｍチャレンジ、頑張れ！@toku299  ファイトっ@dOE9NmZr7CdUgFP  登ってけーエボルタNEO@hidemi4028  エボルタファイティン！！！！！！！！！！！！@muchiyuno  頑張れ"(!!"*)
!@too2moo7  ガンバレ‼@eZr6vlpg8dtzByG  頑張って～@kenchansukibai  頑張れ!!" (°∀°" )@ORiRtjIIJO7931L  がんばれー@aPAYwd95hD94LkM  エボルタNEOくん、がんば！！@ruitomo1955
NEOくんなら出来る！全国のみんなと、何よりエボルタがついてるから大丈夫@0124mercedes  頑張って@kazupikot  頑張って@kepipita  がんばってね！ @ume08880  昇りすぎ～[
@UMtX5wr5nAlSnpD  頑張って@tarokaet  頑張れ～- & @abc543abc  がんばれ@emimamata  がんばれ@Cemichanmama  頑張って！ @dOt8g1NEOR7kfCE  がんばれー @saki0512emi0203  頑張っ
て@patotoyuyux  ファイト- 　エボルタくん @mwMcyVaiyBYSi1y  頑張れ@ksk_n2  頑張って！ @apple14orange13  がんばれー！ @pukurinco  頑張れ( + , ！ @orange13smile  頑張って
@pipiyoyoyu  頑張れー！！@yuririika  頑張れ" エボルタNEOさん！@angeldaruka  エボルタくんがんばれ！！！！！！！！@SORA70209390  ちばりよー@zx6146  頑張って@yupararat   パナソニッ
クの底力に期待しています！！@okadon2  1,111mのロープ登り成功待ってます！ @tomutonntonn  ファイテン！ @gupon29  Y(･∀･｡)ふぁいふぁい(｡･∀･)Y！ @manjyuw  ＼\\ "( ㅎ-ㅎ)! //／(っ`･ω･́)っ
尸ﾌﾚｰﾌﾚｰ!!!@NAWOxxx  Y(･∀･｡)ふぁいふぁい(｡･∀･)Y！ @KONaMi_nAmI  余裕で行けるはず！ @JxQPrJrO3685114  チャレンジ成功しますように @sasaminohonnki  一人じゃないよ、みんな応援してる
からね！@kagura91006239  ふぁいと！@naronaro0601  かわいい頑張って@seraseeda  がんばえーー@twittter__user  がんばれエボルタNEOくん！ @sakura10905  ファイトー！！！@W0230M  エ
ボルタNEOくん頑張って！@eRtfNJQSVEn2SS4  応援(*･#･*)!!!$ @shizukusnowdrop  追いかけて遥かな夢を@RomzHoliday  ファイト$ ! @miucchi_ribbon   成功を祈っています。
@zeTvbGNoJbYUwM7  パワー全開で頑張って！ @kenichi230304  頑張れ; @daiyamondodust  小さい体なのにいつも頑張ってるからついつい応援したくなっちゃう+ ゴールまで到達できるよう応援し
てます; @waraukado_fuku7  がんばれー!@yakk2024  がんば@Your_Heart_63   がんば！@anzunoatama  頑張って！！@358u_u  ばてるなよー@a8avqtajymTC4aV  GO!GO!GO!登れ！@skiyaro7 
すごい！@kimamamama  エッサホイサ、エッサホイサ@skiyaro8  イケイケ！！@skiyaro9  天まで届け！@nkmr_sun  がんば@azaz_tks  ファイトいっぱつ！！@skiyaro10  頑張って@yy0929214  いい
ぞ@upbxNF2b6IJrb6c  がんばれ@Y2OJp3ovmhf61QB  がんばれ～ @totorolove777  頑張って@kuraweapon  楽しみ. @mayochikastep  がむば！@chan_tokage  ファイト！ @chatagreen  エボル
タくんがんばれ～ついつい力が入ってしまいます。@988kumiko  頑張れ！@soratoko0218  がんばれ！ @yumiken888  がんばってね@ponmama24114279  がんば！@13mh3  Let it be！ @Takkino10 
目指せ世界最長！@ssshrtkkz  がんぱれ2 x y 応援してますR  @ukoncha1203  ふぁいお！@kyoko82723  頑張って@ha7mogera  頑張って！ @0lnx7mzkEYzBczk  応援してるよ！ @3wanko  がんば
れ！@y12mot_21  注目してます！ @qHWlLmc8B5jq5Jt  応援してるよー; @hawkscookie  諦めないで振り絞って！@marumushi_777  エボルタくん頑張って！ @waniwanis  " " " @sally_paranoia 
頑張れ" @momonokensyou  がんば@nonuronu  頑張れーー$ @QoVzrbQG26gvVuj  がんばれがんばれ@erk_abex1219  がんばれ@giv7k  頑張って登りきって！@Maria_nana_  エボルタ頑張って(
+ まだまだ出来る1 @ryoumama_0814  がんばってね！@mi___b  がんばれーー！！@SWEETand_sour88  1,111m成功しますように@manattanzukkyun  ファイト！@sircrop  頑張って！ 
@shiroXkuro_usa  一歩一歩着実に！ @Koupiiii3  頑張ってね！ @emily_the_pooh  がんばれーーー！@yarebadekir123  頑張れ& @ba_by55  ふぁいと@lovaaa_yagi  応援します$ @sl7i7tbYIm6Tub3 
どこまで行けるか楽しみにしてるよーD @sacoco34  エボルタくんなら！昇りきれるよ！！@momasachiki  頑張って @tttxx46  ファイト@mariaya16  可愛い5 頑張れ( + , @macaronron10  ファイ
ト！！@RT800656571  がんばってー！@misa_15_51  がんばれー @g03614208  頑張ってもっと登ってー& & @yumin_eng  ファイトj @UMtX5wr5nAlSnpD  かんばれ。毎年やってるの？
@okinawanobu4  幸運を祈るぜ@mato_oro_sheo  頑張れ# 応援してる- # @PAkc4Mzj0zxZ1N4  かましたれ！！@hino_up  いつも応援してるよe @pyonpiropi  頑張れ@naccannakachome  下を向か
ずがんばれ @sachie135793  頑張れ！ @HEALSIO0112  頑張れ！@saosao301  頑張れ頑張れ頑張れ& & & 絶対いける @AvecAnge  頑張って(!•̀ •́)!!@manami_anna13  ふぁいとー！！
@rinchan0917  がんばれ！ @naoc_vov  クライミング頑張れ！@asshida  目指せギネス99"(!: ; 7, % < ; 7=)#((@ai_00024  ファイっ！@chordnamestrong  "(!!"*)!@CL22664982  がんばれーーー！！
@mimi32132  エボルタNEOに限界はない& @wakkyman  頑張れ～%  @ya2324  がんばれ！@xzzph  応援します$ だーー@knskmiki  応援してます！ @milkpoohLOVE  頑張ってください@nori1521 
頑張れー！@82pleasure  頑張って,@tentecomaai  がんばれー@mcyuzu  ゴールできるようにおうえんしてるよ@gd70278027  良い結果になります様に！ @0815Manma  頑張って‼@cerulean_bl  電
池がんばれ@hinofonomiyoko  頑張れ～$ 1 @haaaaaaachan777  おうちで応援します！ @anan9256  ファイティン@SHOss0717  頑張れ！@mk51594971  今年も上りきれるか！頑張れエボルタ
NEO!@ZS2O3yFzxlsO6jX  がんばれ@h07040704  fight@nakama_0131  エボルタ君ならきっとやり遂げられる！応援してるじょー！@6ahPKjGq2NLvxbM  頑張ってエボルタ
@sumizumi555  がんばれーー！！！ @JCRB10  進むしかないぞ。今までそうしてきたじゃないか！ @yakisimaaji  がんばれー！@SweaterOfHappa  頑張ってー＼(^o^)／
@mitsugorota  省エネ社会に貢献して！ @yFo0p8PMv8Jmoks  がんばれー！@masa3373masa  頑張って" @atumorimii11  頑張れ& @sas_0515  エボリューショ
ン!@sei_strife  頑張れ@asuka93394400  君ならできる！ @post_8799  がんば！@nina27moo  成功するように頑張って下さい@Miyuy24888801  エボルタNEOくん、
君なら出来る;  頑張って; ; @NabeKatutarou  がんばれ！ @k_himmel  がんばれー！！ @XgTeso  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  今まで色んな事を挑
戦してきたエボルタくんなら大丈夫　頑張れ！@AA9T9LtTuaFqctc  登って登って最長目指そう！ @hoippus2  がんばれ♪ヽ(́▽｀)/@kasai44  頑張れー！エボルタくん
ならできるよーーー！@yuririika  がんばりやあああ！！@SHUTOUTCB  頑張って!*｡"(!!"*) !*｡@1139sato  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  グランド
キャニオンのときもすごかったです！がんばれ！@carpediem5402  頑張って- ) -  @120haruru120  1111m すごく大変だけど １歩 １歩進めば 到達出来るよ～,
8 頑張って～? @rKMR585utOfLBwh  がんばれーー！@d3krkpbmc  頑張れ~@yomainokitten  ファイトー.( ̂̂ )/$&@namasolmon  むすこは乾電池はエボルタネオ
しか知らないよ！@achama0705  がんばってください@3WO8m60Fly7r1Kd  ファイト！ @midodo4651  頑張れ！@tomoti09261023  最後まで登りきって！
@happyusaco  頑張ってくれ！p(・∀・`)q@duffy_disney_39  負けるな！ケッポレ！成せばなる！← @yoko060301  がんばれー！@Ny445EJdH56bJ5w  見事達成
期待してます& @hisakinpapa  頑張って@18jun  頑張る姿が眩しいです！尊敬します。@nurarihyon23  ネオくん毎回挑戦を伸ばしててすごい！！！今回も頑張っ
て！！@bumpest1966  頑張れ！ @hiromicochan  エボルタくん！今回もがんばってのぼってねー！危ないから、しっかり握って、落ちないように気をつけてね！地上
から応援しているよ～@yask0606  頑張れ！@7aaaaa7a  頑張ってください@BBMsZzlb733nvrj  頑張れー."."."."."."@togaritogari  頑張れ！@kizuki07  頑張れ～( +
, @robinribu  頑張ってください！ @sky_love1101  エボルタNEOくん、頑張って!@agGOk4c95Gjkmvx  いけー@yakkoyana  頑張ってください！@Bobsuree  頑張
れエボルタネオさん3 3 3 3 3 3 3 3 @R72131950  頑張ります。@5oT6jRmhke4SkXW  がんばれG @risaroses2020  NEO GO!@tokeipcap
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ファイト; @Ranu9mN6SjU6WqL  がんばれー& @Ay66Ay  頑張れ！ @Tuki46689060 (*ﾟ▽ﾟ)ﾉがんばれ@yktkyktsyk65  頑張れ！！！応援してます！！@q88BYsAKRW7c4Lx いけいけー登るんだ1
@Ayayukichin  目指せ世界記録！ @cocomimiyu  頑張れ- & @abc543abc  NEOくん ファイト！ @menl1AVyGHDfXdT 頑張れぇ^_^！ @ryuya_0514  ファイト！☆@kentychans  エボルタくんふぁい
てぃん！！@xoxo1_ri  がんばれ@y13_s9  いけいけー！！ @nana07587835  頑張れ！@8jhxBSFGHGwsJ59  ふぁいと！@kayuaco135  俺、高いところ苦手だからがんばって!@byzgmfx20a  エボルタ君、
ファイト# @yoko202  頑張って‼@kuma_kuma723  やれば出来るっ！ @sikakunsikakun  小さなボディに秘めたそのパワー、完登しろよー！@ShimashimaOkino  頑張れーR @rururu0330  エボルタ
君ファイトー！@cosmiocosmio  頑張れー！@178mikan  頑張れエボルタ @matsudakinzoku1  ガンバって@l4lq8HWgUQNvoht  がんばれ♡ @ai_ra_1118  (!•̀ㅂ•́)!!@Roypa0820  小さな体でも力強
い！！ @mumutasu03  頑張るのだ！ @kenken775630  がんばれ！! ! @koma24518043 フレフレエボルタ君@yyy07863640 頑張ってください！@Piykjgtd 頑張れー！@eiiiii_8 頑張れー！
@miiiiiyan01  がんばれ！@wrx84  ファイト@SELINENAON  もうすぐー！準備は大丈夫かな？頑張れー@TwX8y  頑張って！@J96lH  ドキドキするけど、応援してる@kakeru09070504  頂上まで頑張れー
@miki03310423  イケイケ！@KFq217p1  頑張って！ @ikuuyyuuki  ガンバー！@sousuke0901  頑張れ@mink5054  頑張れ！君ならできる！！！みんな応援しているよ！@misolala  がんばれ
@abemjar21mca1h3  面白いチャレンジ！@yn459424  体調はどうかなz しっかりメンテナンスはしましたか？@ObLMPmtxLx21OKL " " " @meru_muuuu ぷっつりいかないでね。
@ASSKIFLYING  頑張れーV ! @kururincho  頑張れ" @syoryu29  メッセージ途切れないようにできるだけ長めにツイートするね、頑張ってね@pineappleusagi  小さな巨人一歩ずつ進め @nor0824  頑
張って目標達成！@iQqMud38kSO6uoF  ファイト- @kisssssssnyan  頑張れ～！！ファイト！！@ohky227  がんばれー！"(!!"*)!@Fjk003  がんばれーー！！！！！@nana7____nana7  がんばれー！！
新たな伝説の誕生を応援してるよ& @marumaruyama40 エボルタくんなら行ける行ける！！新たな記録を刻むんだー！！@TOYOKO89 やれば出来る。がんばれー。 @panchan_zetton8 ガンバレ
@kira2kira20  けなげでかっこいい！@eustoma_blue  成功を祈る！ @YhLcHcBllKOj59D neoくんなら出来る！@conpalu  出来る& @yuki_yuki3690  頑張って！応援してます$ @pianon777  頑張れエ
ボルタ君！@tomono63457219  応援しています！ @cherryblo01  応援してます. @naochan0114  エボルタ君なら出来るよ& 頑張って( + , @kiwamorisnoopy  がんばです！@migeruice  ふぁい
とー　@butoka01  頑張って！@naaaochan114 がんばれエボルタNEOくん！ @Tony47145928 登り続ける姿カッコイイよー#@tomomomo1987 頑張れ～+ @moroyamazumi  エボルタNEOくんガ
ンバレ！ @koha1227  ファイ！　@akinokoto  今年も応援してるよ+ @ajicoco  もう少し！@UNIKA1203  ファイト～@oyatsu365  がんばってエボルタNEOくん@soarernyanko がんばれーー！！
@aamjdajaj  がんばって！！ @ume08880  世界一番@shizuken7788  応援しています@kayo_2020 Do your best and climb!@karubii1  ファイトファイト！がんばれー@mizumizu941 頑張って！ 
@west3254  エボルタNEO君、頑張れ～♪@99scorpious22  がんばれ！！@zittarin  頑張れ～(!•̀ㅂ•́)!!！ @mesora7  がんばれー！@akachanbabu_rt  がんばれ～&$--@tomy_melody  エボルタくんな
らできる！！！@3Samisami  上だけを向いて進もう！下は向かないでね3 @QA5oLP4fubPxnv9  いつも応援しています, @miyuu_2016  頑張れ( + , @canbus0202  ガンバ！ガンバ！まだまだいける
よ！@koucha86  毎回凄いと思うし、見てるの楽しい。@taka19700  エボルタ頑張って" (" •̀_•́)"@maho77chance  ガンバ@ksk_n2 負けないで！ @kinu711  可愛い！最後まで頑張れ～！@asumama6 
頑張ってー& @appaticyo  がんばって(!•o•)!＜ﾌｧｲﾄー@zun_zun27133918  頑張れ！@JobanRapidPhoto  頑張れ！！@Joban_LineRapid  頑張れ@oimo48641931  頑張れ@chiroru_u  どこまで行ける
かわくわくする！@anco13316205 頑張れ！！@JobanLineRapid  頑張って！ @amakiri1518  応援してます　登りきれ！！ @tomutonntonn  頑張って# @tanukitipan0628  最後までいけーーーー！
@osk51634  ファイト～@rinyuian  頑張って～@juntjunt777 がんばっ@hahihomi  頑張って@yyoko03274 がんば@nic3961  応援しています@hinatanohiromi (●'д')bﾌｧｲﾄです@kazami_chicken  ( 
o≧д≦)oｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ!!@Be12504295  頑張って@emp_sato がんばれ@nikonikkosumail  全身全霊応援致します(*́∀｀*)尸"q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ! @6dFg8Lqv6WqWe50  がんばれ！@m2xqIFC0CmyUMUE  頑張っ
てー！！(｀・∀・́)っつっつﾊ！@ichigo39miruku  ファイト！@qj6343  頑張って下さいッ！！ @cielheart  NEOくんだいすき.#/@tkmr31729  NEOくん頑張れ！@saku80889994  Go Go; ; エボル
タくんなら出来る+ 3 ! @QAjJMpmZ1UTgNE8 もう少し！ファイト！！！ @flumce  ファイト！ファイト！ファイト！！ @Knnnnm06  ファイティン@shchmedo 頑張って" @k0620_s  頑張れ！ 
@mamijiro91017  エボルタくんの底力を見たい！ @aiyutakajaga  家族で応援してます！ @ASAMI28405146  おうえんしてる！ @1KslHhc75TW3Ord  ゴール信じてるよ{ ファイト～& @kita4s2  がん
ばってね！ @ZfYeUR9jXQPbRuK その調子!!< $ | | Q # @romeorebirth 目指せ世界@250volty これは孤独な戦いではない！数知れぬ人達が応援している！絶対にあきらめるな。
@masanoriyano52 がんばれ@norrem61 頑張れ@24sa31da ファイト！" @ht_acefull エボルタNEOならいける" @ao35824 頑張って！@endli24404101 がんばれエボルタNEOくん！
@jm01132149 ロボット界の肉体派！がんばれーE @greenapricot7 頑張れ！ @hiromicochan 楽しみにしてます @motigawara EVOLTAくんの頑張りがみんなへの励みにつながる！
@Gd2nOYSSaAbHTHH  がんばれ、最後まで！@Licachann  エボルタの底力! ! @ONLY_momokachan fight p(^-^)q@to2yu3  うちの子がエボルタ君の事が大好きなんだよ！長持ち乾電池君と呼んで一
緒に歌って踊ったりしているよ！我が家の乾電池は全てエボルタNeoですD 応援してるよ！ @ssee0601 ファイト@cloneko9 行け!!@DORA101000100 頑張れ1 @pnyopnyo123 
fight!!!!@m2m2m0m1  " @KTN_Y_01E2  エボルタくん登頂成功頑張れ！@kurumikko1110  絶対制覇だ！@SorryLonlyOnly  頑張れーエボルタ！ @okashinapeeesan  頑張って！！！@cocoacoco045 
がんばれ！ @kensho_ruru  がんばれー( + , @su_miho  頑張れ{ @k34a2312  頑張って！エボルタNEOくん！@amy66256828 がんばれー@suuu0405  頑張れ～((.o(｀ώ )o))@skyRW  ファイト！ 
@chatagreen これ達成したら凄い！ 頑張れ！@aya_kntrchsk 省エネ社会に貢献して！ @yFo0p8PMv8Jmoks がんばれ @Donarudo2005 一歩一歩がんばれ！@yonemurak2 記録達成
@Since1976yasu24  負けるな、頑張れ！@osk51634 エボルタNEOくん、負けるな！ @ukikoroko  全力疾走！ @to09013  全集中！ @to09012  一歩一歩確実に！ @821Naga  頑張って！ @fuuyu_44 
がんばれー！エボルタくん！ @nobivkenko  がんばー！@yu0x0to  頑張って@04Misamisa  チャレンジ！ @no1026j  がんばれ～) ！ @B9OoFNLZWBignj5 頑張って～！！応援してるよ！ 
@hawamakky  応援します @johncaycej  がんばれ@misa_misa0404  絶対いける！頑張れ！@fEQoWJ3CKvh7qzK ファイト$ @ponmama24114279  エボルタY @lotus364  きっとできる！ @ckb51 
いけいけいけ  @to0109j  どんどん行け～！もっともっと登れ～！！@motamaru0924  頑張れ@mari161206  期待します @tenshoj  頑張って！ @shiroXkuro_usa  がんばれ @fu1110j  頑張ってね" !
@hanabi_panda がんばれー@kuruchi12 いつも限界突破するエボルタくん！尊敬です！ @sisimaiginkou 頑張って～！ @AwmUfMP1vp72OFn 楽しみにしています！！ @mokamm8 頑張って！
@arimoka1015  頑張って@papertiger174  がんば！@tmtmtmtm8888  いい感じそのまま一気にがんばれ@mikotan21407347  頑張れ！@ebishumai123  ガンバレ' ( ) @zWjCuV0UM5X8Vlo  頑張
れ～@UFWi4yvitmHT3JQ  がんばれ@blacktea1101  ファイティン@SHOss0717 がんばって！ @Ki0Ao1r3ZfQFQvV  がんばって！@kappebokujyo エルボタくん、がんばれ！！@kocchanjapan  いつ
でもチャレンジャーなエボルタネオくんを全力で応援} @1011_0517  世界最長！ 頑張ってください~ @chocho_hiyori  頑張って( + , @ffffff_t_8  エボルタくん、がんばれ～！！！@yamedjed02  頑
張って- ) - @fu_to3  可愛いエボルタ君がんばれー- & @Nekopyon2013  頑張って @kiyoe_y  楽しみにしています。応援沢山送るよ～頑張れ！ @0815Manma  がんばれ！ @i5mmQXIgOioNMpK  雨
がすごい@resa_tomichan がんばれ@nya2544 がんばれエボルタNEOくん！@yokojun1113 がんばれ@masa29126 頑張って！ @yuholicster がんばれ！@chan_tokage 頑張れー！ 
@iyayo1841818 チャレンジがんばって！ @Riku_Twi エボルタ君ならできる！ @noirsaphair その一歩が道となる@r5qvf1mHMnhEoqD 頑張ってね@Tora3usamee 成功を願ってます！！
@kureboya1212  やればできる@tlqTSxRIgdNCmQu  使って応援使って横転使って横転@ta0102j  がんばれー"(!!"*)!@gomakanakana  小さな積み重ねの大切さを今回もみんなに伝えて！
@MM75831874  エボルタ君なら、余裕で行けるぞ@sugi703  頑張って&  @ts491974  一歩ずつ一歩ずつゆっくりでもいいから頑張って！ @hai_shisaa  いいよ！その調子！@moto2780  世界最長が見た
い！@tetoteno_kabu  もっと上を目指して登ってね！ @uppoint  がんばれ世界一！@Auuka9  今こそのチカラをみせつけて！ @tiaru  君ならできる！ガンバレー！ @disneyfanfan1  やればできることを魅
せて！@stjhunter  エボルタチャレンジ頑張れ！ @usakore  がんばれ@MakiTeto  頑張れ～！！！@Perter_Pan  世界記録まであと少し！がんばれエボルタNEOくん！@555gonchan  ガンバレルーヤ8
@ba_by55  世界一頑張って～！@melonpanna2 がんばれ、がんばれ9 @8zenzai8  頑張れ!@earlyautumnsh64  ファイト！@sunsunsunfre  ガンバ@tenchan_mk3 頑張って@mariaya16 ゴールを目指
せ@mariaya16  エボルタくん、ファイト、ファイト！みんなが応援しているよ！@happy8_lucky7 がんばれ世界一！！@vivi_Chancee  最後まで頑張れ@shionhiro  頑張れ～( + , @achapoochan  頑
張ってください" 応援していますね！！ @willkin_and_son 健気に動き続ける君を応援します@mee19748 がんばれエボルタNEO!!@tomato9632 頑張れ！@YukikoGaku がんばれ
@NW9mlXTE02kzKFo がんばれエボルタNEO!!@Kinako_Mashiro 頑張れ& " 世界最長& ? @chappy4890 がんばれー！@nikanika08061 頑張って下さい3 @chichan_0419 頑張れ！ 
@mayumichan100  NEOくんガンバレ！！@JN48585854 今年も頑張れ！@shi77789te  がんばれー@TOYSTORY0303 がんばです@chocomomiji  がんばって～+ A @0520fujinori  エボルタ君なら
きっとできる！！頑張れー$ ! @luckysomesan  エボルタ君、頑張って成功させてね！@wCuB7Inoc9iGexe がんばれー！@1122334455h  がんばれがんばれ@omurin127  エボルタくん応援していま
す！@122Lanevo  頑張れ@taka_1074  エボルタ君、頑張れ！@makohito8  私は世界一チャレンジを応援しますM @t2461980  エボルタネオエボルタくん1111m目指してFIGHT～@melomelomelon30 
頑張れ～Q ！ @0Blllue0  エキサイティング@pokemon_3150  頑張って！ @Asantomousimasu  エイエイエボルタ& @higenuitekure  毎回チャレンジ応援してます！がんばれーーーー！ @Erika0529wat 
!*･9" ˙ ³˙("ﾌｧｲｯﾄｩｰ!!@megu18005182  頑張って！ @newspapersub2  頑張って@kogitunejp 頑張れ！@aSEAfayeuzOj4H6  子供の憧れです！ファイト！@0119milk がんばれエボルタNEOくん！まだ
まだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！ @kaoruxrun  がんばれ♡@_oyasumi_mi  エボルタNEO君が挑戦している姿を見ると勇気が出ます。今回も無事登り切れる様にお祈りしてるよ。@kiyoko0710 頑張
れ！エボルタNEOくん@nulico7  目指せ世界最長記録！応援しています！！@yasu08220  頑張って& @anankukudayo  何でもかんでもやってみよう　がんばれネオちゃん！！！ @mouuq  がんばれ～-
@tontan_chinsuke エボルタNEOくん！がんばって*\(^o^)/* @bbmrg_t がんばれエボルタNEOくん！@kazutakahikichi 頑張って！ @iikenshow がんばれ！！！ @naoko833 エボルタ頑張れ
@kimus0061   君の実力を見せてくれ！応援しているよ(^O^)b@ChickTack15  ファイトーッ！！エボルタNEOくん！ @JERRY_777_  頑張って� @yoshiko0320  すこしでも長く= @pyonsantasan  がん
ばって～+ , @sas_0515  行けるよ& @mu_te003  �����!!@snusmumriken_89 頑張れ！ @hidebu_desu  頑張れ頑張れ！ @kingkiyo0920  がんばれ！@maako_chan  応援してます@remonstrat1 
コツコツとがんばれ！応援してるよ！ @rkusako  ファイトだ！@orangegirlby  頑張ってーね！ @saransararira  頑張れ@MGvLaixuaNkAFZC   頑張って@shironeko_  がんばってーー！エボルタNEOく
ん！ @AQUA34345796  頑張れ！ @pnyrn  がんばれー( + , @mikazukimikan1 きっと出来る！@simikayo ファイト@na_chan5223 がんばれ@nn_0211 頑張れ日本の乾電池！！エボルタ
NEO！！ @kuroishidake ３倍で富士山越えだ～!!!@km8y44oy 頑張って@deli_d5 1111m(*•̀#•́*)! $$がんばれー！ @qoo369Y_T 頑張れ！ @ahitokira ファイトーÄ @To317Masa いつも使っているの
で、頑張れ！ @FUJITAKUWANA  がんばれ～@monnmon0524  頑張れ@gozardgo0206  最長頑張ろう@hahihomi  今まで数々の困難をクリアしてきたエボルタ君なら出来る！！@yoisanda エボルタ君
ファイト！@taka14tomo  頑張れ! @maa02sei  がんばれ@QRg1kLsz0modhRR  ドリーム@TQ9q6K98n0RYWN0  がんばれ@y_o_0801927  エボルタくん頑張ってね! " 私たちも応援してるからね&
ファイト7 ヾ(*≧∀≦)ﾉﾞ7 @4XPmttMGFxImNle 頑張って5 @arieru2310 ^ ^@0801927 頑張って@Tiffany0119 頑張って下さいね。！ @hamakawa1028 ファイト& 一発&
@CqsVQ2usD30UynZ  頑張って下さいね。@hamakawa0731 ふぁいとー!エボルタくん!@ti_chillin  エボルタくん頑張れー!!@kamekam77855837  応募しています@BbSt5wT8yX0hQcg 達成出来ます
ように@pekopeko7777777  頑張って@mooooooo7777777  がんばってね！ @minnie_i5  頑張って！@MZC6GSoqNl5D4gn  頑張れ& @SanshimaiY 応援してます！！@hirokotarou 頑張って
@ino_ino5443 応援してます！@x_o_ari_o_x 頑張って@kamekuru2 頑張って@InomataChiharu チャレンジ頑張ってね, @15yuki93 期待してるよ！@qHWlLmc8B5jq5Jt 頑張って～！ 
@tukihana87  登り切ろう！ @PKy8fALvdjs29Tn イケルイケル& エボルタNEOくん、楽勝よぉ@kaimonohoukoku  頑張って！ @kaze_sarara  がんばれ！@470kasaw  "(!!"*)!@CL22664982 頑張れエ

ボルタくん@fJcCOiFnhPa28DO  頑張れ！@harumi_chirol  目指せ世界最長！！！ @5westing  頑張れ( + , @robinribu  頑張れ@chirumiyuakg  がんばれ！電池と機械の本気
見せてくれ！@Saga_raki  エボルタくん頑張ってね@mosamos90606663 ファイト！@kumi_d  頑張って@9Yw4p30yn3fcrFu  頑張って、" くださいネ& 1応援$ してい

ますョ& ぜひとも、当選Å Ç したいですネ? @JbTr5tRq9mZ7j3M NEOくん頑張って☆@Ryusei_0506_win がんばれー! E @5fNvDRSYStVuMet エボルタくん頑
張ってー！@ikasukip  がんばれ。@HKen51  ファイト！ @Ma40083146  エボルタがんばれー" # @sub67285551  がんばれ！@chan_tokage  ファイトー& & !
@0611taka0113  きっとできるよ！頑張れ！ @AOmidori_a  頑張って下さい！！ @ce1Sl1JlPaQ38D2  応援しています(^-^)頑張ってー♪@manyykk エボルタくんがん
ばれー！ @ue_desuyo  頑張ってください！@yosi_utosa  頑張って！@kiiroimenousagi 応援！！@harumi_chirol  エボルタくんをみんなで応援！！@harumi_chirol 
NO1だね@tomi100000  ファイトーーー& @Snoo_peace  クライミング頑張って！応援してます！@546_yu  世界記録期待です。@kiwigreengold 全力出してくださ
い！@178mikan  ガンバ@azaz_tks  がんばれエボルタNEOくん！ @m8853013390  ガンバ@aoou_m  頑張れ& @abc543abc 落ちるな！止まるな！
@amaJWFhppgpLaee  頑張れ～、@pfrEFsRjNdqaDwX  がんばれ！！@gameran0921  頑張って@4t2bnkd6mqeNCYy ガンバエボルタくん@himesamahappy ファ
イトE @bule_ami ファイト～^^@musashinomirai NEO君頑張って！@zraqgvefm1wabRl 世界最長& それでもエボルタ君ならやり遂げるE !
@koka18557995 がんばれEVOLTA！@hILxvUeque0sqcF 世界最長成功ガンバレ← @yuukou2532 みんなの応援届け!届け!!@ayazure がんばれ( + ,

@s_t_n_k_sk_gt  世界記録見てみたい@forevertome  頑張れ1 @hihi_roro_mimi  元気を届けて @tyerozou  長持ちする電池は最高！@87w7byARtbjm5pK 
頑張れーっ(  •̀ •́ )!$゛@Kouchan_man2  がんばれー！ @UnvzOL8RMuw7kcd  今回も達成目指して頑張ってーーー！！ @kagkag1107  頑張ってね！ 

@u_tan1214  ふぁいと@kentychans  最後まで諦めずに頑張れ( + , @WV2UeKxlVcELTsb ファイト！ @thbyy347 頑張れエボルタくん1
@of22o2  出来る出来る出来る$ @yuki_yuki3690  頑張れ@kaz1jamaica  クライミング！登れるの！？すごいV がんばれーっÉ @atarundesu777
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いけーー！@saharasahara55  がんばれエボルタ！@NWYT70POL4z1w1e  今回も頑張ってください！ @tomutonntonn  応援してます。 @rurupuripuri123  頑張って@kamekoess  頑張れー"(>ω<*)!
@angelique_1028  エボルタくん可愛い5 @poyopoyo_kensho  可愛い@kame_kuru1  いつもの調子を出して、落ち着いて、のぼろ。@itzuke  ガンバレ@8nizakana8  ふぁいと！@ranran2125  粘り強く
がんばれー@misa95kae  ファイティン@SHOss0717  応援してます@koyohonn  ファイトファイトーー# @ryo_mama__  頑張って～@sikilove0917  がんばれ @eVMaA4YasJ32UCw
がんばれ！@bravehearts_nao  ぐんぐん頑張って！！ @kawausorumu  動きがかわいい. 頑張れ！ @kenchansukibai  頑張れ6 ) 6 ！ @HEALSIO0112  ファイト～！ @ume08880  がんばれ！
@yuao123   がんばれエボルタNEOくん！@FsoW8Mdu5qE8n9x  がんばれー！@mzkm159  頑張って～(｡･∀･)ﾉ@kb80h  FIGHT& @chanmohi_1  頑張って" & @aiiro735aozora  頑張ってー！
@425_djkh  がんばってください！@oG8BNL4YRkwnOak  がんばれー！エボルタくんほんとすごいよ！ @HanaPrize  負けないでー！ @Abs88244726  完走目指して頑張れ- @sap3741mahashi  がん
ばって！ @hagaki5  ロボットの成長がめまぐるしい！@xyumeirox  記録楽しみ♫ファイト@masaka123  がんばれ @QofRd  よいしょ$ ！ @Aisumamamaru  ファイト！ @okshin817  応援してます！ 
@nai725  応援してます@nyan2_gao  可愛くて大好きG 頑張って! ! @fukutan6  えぼるたくん！！ファイトー @sayakya1  頑張って3 3 3 3 @pandakyokucho  世界記録頑張れ～"(!!"*)!
@moftarou29  ファイトー！！@rinrinshiorin  登り切って！@mikisky1  頑張ってー！ @OndineR  エボルタくん、、すき！@lilylovespoints  かわいー！！努力を感じる5 @Miiiyaaaannn  エボルタくんが
んばれ！ @ma7691  使っているよ！ @monavn617  ファイト@daaaaaaaako  がんばれがんばれがんばれ！！@kuruminto12  頑張れ！@4aui2  ファイト@honobonokensyo  頑張って
@HmVloCBA6KAUdqB  fighting@sea_love2  がんばれー&$& @kv_fcs2  がんばれー！@touko425  がんばれ@li2op92  応援しています！ @kkain124  がんばって～！@kisuke3011  頑張って( + ,
@a12674565  がんばれ！！@wasabi_suneo  頑張って！！@rimm0702  頑張って- ) - @mam10601328  頑張って！@yamanoxy  ファイトーッ！@mon_chang  すごい; 頑張って
@Sb1y7KIUPJUdNHZ   何がなんでも、頑張るバイ。o(^-^o)(o^-^)o@cczKZ3VOgoe7zUC  エボルタNEOくん、頑張って！！！@Pikanee  頑張ってエボルタくん！@kitori2017  頑張れ　ガンバレ
@h216s279  頑張れ頑張って( + , @atonkaidis  いつもドキドキ、チャレンジガンバレ@shuyicjp  がんばれーー！ @IsQB3ZLi2vgXx98  頑張れエボルタくん！Ñ ! @3RobinRobin3  今回もがんばって
欲しい@konotarou45  ファイト！@hanataynn3  がんばれー！@uverG8  がんばれ@surume_uni  その調子！ @otukisama_hosi  負けるな！ @nekomama819  (っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!ﾌﾚｰｯ!@Sheltie440  頑張
れ！！！！！@koyasyou1128  ガンバレ@nikonikkosumail  ガンバ‼@mo93996533  世界一を目指して、頑張れ！@tt_sa_hk  がんば@ryoavanzare  がんばれ@keisuke35129123  ふぁいとおおおおお
お！ @saoman6929  頑張ってー! @rWT3appyR71JIpS  がんばれ！@hiro_suya  エボルタくんがんばれ！@naka___chan  エボルタNEOくん、がんばって！！！　 @stream954  頑張れ@masao9595 
頑張って@yyoko03274  ファイティン！@shchmedo  頑張れÖ @shymmie1  ガンバレ@YY25752360  エボルタくんトライアスロンチャレンジの時に走っている姿を見ました。成功を目指して頑張って
登ってね！ @i9SuA8pA3SEV02i  頑張って！@barbarossa1927  どんどんハードチャレンジになってるような。@YOUJ_  頑張って@176natsumi  応援してるよ@okotak7051  がんば！
@Ragu_number101  応援してます@pocotanuch  頑張れ！ @hiromicochan  がんば@O4mZoCrGv3Ma22b  がんばれエボルタneo！！@aransoukou  ネオくん頑張れ！" #  @kckckckp  エボルタくん
成功を祈ってます。@IKlJseSk83wYOIm  がんばれがんばれ～!! @p56J0fOhfib9hNS  ガンバレ@aozora86822921  がんば@viMDMHlSopdGBdf  頑張って@723__  頑張れ@chicken292929  省エネ社会
に貢献して！ @yFo0p8PMv8Jmoks  頑張れ@siro_in  ファイトいっぱーつ@sakiron113  頑張れ@rerorero_in  ファイト@kassa_dayo  がんばれ～@mam_ma0  頑張れ@tensei_in  がんばれー！
@wpmmgtpw  頑張れ@syota_in  チャレンジ成功しますように@nkrhappy  限界に挑戦　 @hirosi33  まだまだ行けるよ！エボルタNEOくん！がんばって！@yngwierising  頑張れ@seizon_in   がんばれー
@Kobe_Brother  頑張れ@beni777erina  がんばって。@fukuchuan  健気に頑張る姿が泣けてきます @mamesukeoimo  ファイト！ @chatagreen  最後まで頑張ってね!@pEOeCTILxB6hzNf  応援してる
よ！@yasu88211626  頑張れ@jpwtmtmgwgjp  頑張ってー*\(^o^)/*@KaoMailmg  がんばれ( + , @ro_zon1010  がんばれー.  @SweaterOfHappa  やればできる@ZMeIB0sKWvr0t9b  ガンバ
レ～！！@shiruneed  応援してるよ、私も頑張るよ！@BRUYANT_  エボルタくん、今回も記録達成してね; @0528Kansuke  元気注入！@tama_mako  ファイトー！@hamlv6527  頑張れ！@tear_rose 
沖縄からです!チバリヨー!!@cojaco0304  がんばれーー！@aladoalado24  エボルタ君がんばれー@B2sFNceo9eCbZPh  応援してます@yukiiie_  ファイティン@shchmedo3  ガンバレ@key38609261  頑
張ってね? @mu33103438  EVOLTA愛用しています！是非底力を見せてください！@2002es9  ファイト@dekoponxxklxx  がんばれエボルタNEOくん！@coctwi  がんばれエボルタNEOくん！@mk7dy 
頑張れー+  @tanukichichan3  文句も言わず、ひたすら上り続ける姿に涙が出ます！@mie3330  わあい頑張って。@yokoaoyagi  小さなボディーで大きなパワー！がんばれー！@6ahPKjGq2NLvxbM  がん
ばれエボルタ君 @to1529ta  頑張ってー！！！@0124Eri  頑張れ@masa29126  応援しています！@hiro0931g  ファイトー！！！！！ @G3CumsUqcLpHjYb  ファイト！@yumeinu01  頑張れ、頑張れ、
頑張れ@nannekosan_10  がんばれ@masa29126  頑張れ！世界最長！まだまだいけるよ！ @t0711w0724  エボルタNEOくんファイト！ゴール目指して頑張れ！！@muratake83  頑張れ！
@okzoUdWNX8g0KhJ  頑張れー! ! @Ayannn88221034  頑張れ- ! @kisssssssnyan  頑張れ！ @kgm_ku  がんばれー( + , @zlOM1l5IlJs9Ren  エボルタくん、がんばれ～(^_^) @ypcjk265  ま
だまだ行ける！@CozyMarch  fightー！@qwert39393  頑張って@ma_i_ko  やればできる子@xxx9xxx  がんばってーー♡@news_kanjani8  小さな体でバイタリティー溢れるチャレンジ、応援します‼
@kisekinoha  応援してます@SHUKO_1  頑張ってください！@GA25VcAwqidrfSO  頑張れ@zadie04179077  今こそ目覚めろ！電池の底力！！@kurimshichu   ファイトだ！NEOくん！@kiteri07  がんばっ
て@kamodakamoda12  がんばれー@YTA09261205  頑張れ@abcdef2911024  エボルタくん！　がんばれっ！！　 @mi_na_se  頑張れー!!@2525arigatousm  q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ! q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ! 
@Golden_Puu3  どんどん行こう！ @yopoino  行けるぜ～@kazurio123  がんばれエボルタNEOくん！ @darenanja  1111m行けるぞ、エルボタくん @kuryu_f  ファイト6 ) 6 @mocchi_319  がんば
れ！！@yurika4n5  がんばれー@25mercy  キミならできる！ @mong2_ripple  エボルタ君頑張れ' ( ) @tioi1mEg3pNjT0G  頑張って～@197695K  新記録達成頑張って！@temaki1116  がんば
れー！ @68342baba  エボルタNEOくん頑張って！ @lingling3333  エボルタくんならできる！これまでの数々の挑戦は素晴らしかったです。みんなのちからで成功させてあげたいですね！@kanabecchi  世
界最長すごい！頑張ってください。 @sa19830625  やってくれるはず！ @ripple_watchers  楽しみです～頑張れ～@a_starlights  応援してます！絶対ゴールするって思ってます。 @wfrcefbtr2  頑張れ最後
まであきらめないで @mmmisako22  頑張ってください。宜しくv お願い致します。@__deepdarkmilk3  頑張れー！ @iyayo1841818  ファイトー！ @SI7kzcYx1KaY2Oq  "(!&#&!)#
@0zOvUULotuNYKPO  頑張れ！！　必ずできる！@mrTw123  エボルタがんばれ$ @k_tomom1  電池♪ 電池♪ @Kawachon  ふぁいと！@w43106355  エボルタNEOくん！ガンバレ！！ 
@hicapukuma  がんばれー@sasayuri14  頑張ってー@erhWpLPBhjHVz3V  EVOLTAなら世界を穫れる！！ @takeo_takeo_55  応援してます @sea_love2  いける！@mgmgmgmg33  がんばれ
@duffy_s_18  ふぁいつぁぅぅ@kotume88  コツコツ登るってサラリーマンの鏡じゃん！@cyukamen  エボルタ君なら絶対に出来るよ& 頑張って( + ,  @EGdfOQtRBKTq3mZ  頑張れ！ 
@1gdePrTzzYvI0kY  ガンバレ @nV7Ym61XHlwM4iU  頑張って@TK35793585  応援してめす@cherry_purin22  頑張れ～ @kei_key1196  最後までガンバレ@iDgon17  頑張って@ebisuUmaUma1   当
たれば嬉しい@deepimpact7  頑張れー@junjun_nan  頑張れC @smiley_rei  世界記録目指して頑張ってくださいC  @krw_sne  優しくて力持ち　@ms47si8  頑張れ！ @2one_song  がんば@ko_ichi51 
目指せ頂点@piro5012000  1111ｍチャレンジ、達成を応援しています！@FMASATO  頑張って@chipurinn  世界最長すごい！がんばれ！！ @Elenakens  かわいいけどすごいパワーのエボルタくん、ファ
イトです。@rintyamakkusu  がんばれー@erk_abex1219  頑張れ！@882fd  期待しています！@RosyBirds  ファイト; @ba_by55  すごいねM 頑張って！@itsumowatashika  頑張れ、頑張れNEO君！
@tjj8ZAI2q90sfiT  ファイトー、おー！ @mimin764  頑張れー@yuka48225145  キミならできる。がんばれ& @KcwflrRSeNrjyp7  まだまだ登れるよ！@yutan_9  頑張ってください!
@mayaponunee4  いっけー！！@emakou  がんばれ@kappebokujyo  いけいけ!! @mamijiro91017  やればできる!@beforedaylight  ファイト; @Pixh4zeNs0c21hT  みんなで見てるよ！
@moerinmama  がんばってー@sl7i7tbYIm6Tub3  頑張れ6 頑張れ6 & @Jneko0x0  ファイトー@pleo422   もっと、もっとガンバレNEOくん！@ynomariu  堪えろ！@HarnHirn  頑張って!
@maki_11_  気合いだ～！気合いだ～！気合いだ～！！@naoya21760403  ファイト@mariaya16  頑張れ！@kinako_kensyou  頑張ってね！@lovelovejeffrey  がんばーれ@new20124069  応援してます
$ @hikko92  頑張って@kame_kuru  踏ん張れば先がある！ @mono0mouashi874  当日見守ります！ @anan9256  電池が切れるまでガンバレ！@moto_mukku  頑張って下さい！応援しています$
@hipyorapon  コツコツ行くしかない！がんばれ!@ntsu28_naot   もう少しだ、諦めずに頑張れ！@minadetubuyakou  頑張れ@gyagyagyal  こんなにちっちゃくてもパワフルエボルタ君! 頼りになるね3
@NewYorker_11229  頑張って1 ファイト！@QA5oLP4fubPxnv9  地球の為に、みんなの明るい未来のためにガンバれNEOくん、どこまでも登ってやれ！@ryoshiba  がんばれファイト行ける
@gU5AAYrANZ0NF8P  エボルタくんなら出来る&  @mimoka2019  がんばれー@WheelWhale  ガンバレ～@naotin_fujiki  頑張って& @SanshimaiY  (*•̀#•́*)! $$がんばれー@nonbirikuma_k  最後までガン
バレー@sinpei95298220  世界をびっくりさせて@kinsibai  頑張れEVOLTA君チャレンジ応援してるよ！@yukimi411  頑張れエボルタくん！@yuruneko47  ガンバルンバ！ @KZ50166641  応援してま
す！ @Novato43124533  がんばれー @nbykn1  エボルタくんがんばれ！応援しています！絶対のぼれる3  @68rikopanda  頑張って！@arimoka1015  下見たら怖くなるから上だけ見てね
@NANABIG_HAPPY  GoForIt 1,111m @BouzSeiz48  「世界最長記録の更新に期待！」@lalaminiisao130  最後までファイトーーー！ @chocooooo88  頑張っ, ε=(ﾉ･∀･)ﾂ! !  @hasuringo  世界記録
頑張れ& @sas_0515  (*•̀#•́*)! $$がんばれー@1139sato  なんか知らんがかわいい。記録がんばれ！ @pawakosoka  頑張れ- #  @Sayaka32bb  いけー！ @9ifUrhDYMABycZZ  がんばれ！！！！！
@aicik4  記録更新目指してがんばって！ @lancerevo3  エボルタくん頑張れ！キミなら出来る。@tferrlove  ファイト！！@mc3t3e1cells  頑張ってー" !  @ASUKA2512  頑張って@campregift  ファイ
ト@and_app  あなたは、強い。のぼりきれます。@ikazuchi361  GO FOR IT！！！ @LonelyRider1963  がんばれ！@a_chan_world  てっぺん何て余裕でしょ; @Ryuya1234   応援するぞ!頑張れ！
@kanekokinji  シッカリ持ってね！ @ILV_NY  厳島神社チャレンジもすごかったけど今度もまた高見を目指してガンバレ$  @fuku0329soft  NEOくん、頑張れ！君なら出来るよヽ(^o^)丿@maruru_pon  ファ
イトーーー！！@my_715cosmos  頑張れ1 @oimo48641931  がんばれ！！どこまでも登れー& @mkankanm  気合いじゃ@pastesh08  頑張ってp(・∀・`)q@duffy_disney_39   君なら必ずできる！
@toremoloroman  エボルタ君、完登を祈る！@owarikomakihiro  チャレンジ達成まで応援します！ @yasuhiroshibaha  NEOくん、目指せ世界一！！@D7eLr  がんば！きみならできるぞ@babamaz  クラ
イミング頑張って！！@kuroyoshi4  ふぁいとー！@wataame3590  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@Hirohi1960  エボルタくんファイトだよ @omi7jo  がんばれ！@rinriee  ファイト. ! &
@ikuraoishiina  頑張ってね！！ @xRI8XFPQoEvFLBC  かんばれ！ @azukiao3456   NEO君頑張れ- & @jUP7vsYH4Ed9gql  ふぁいと！ふぁいと！@konkyonakijisin   無心で頑張る姿に癒されます。
@summermaple4  君なら出来る！@voOaoLozdKHF8M6  がんばれ@giv7k  出来るよ～出来るよ～頑張れ@M6Eternal  エボルタNEOくん、記録更新がんばって♡@miyamae24  がんばれ！！ 
2@KXs67k1c2Nb2h8R  スマホの向こうから応援してるよー！ @MunTakorin  楽しみにしてます。頑張って; @tomato_ojima  頑張れ頑張れエボルタNEOくん！@orikousanz  がんばれエボルタNEOく
ん！@xC0i7PSDuyyddx0  ファイト！@naokaza1025  がんばれーーー！！！@asako_no  君ならできる！みんな応援してるよ！@choco0131  成功をお祈りします1 頑張ってー@tenchanhiro  頑張って
" 日本の技術力@izumiookubo  がんばれ～@itocats  すごいぞ！パワー全開！ガンバレ！ @oKSQYgiW1uQfFEI  がんばれ～～～＼(^o^)／ @missaitama  ふぁいとじゃ！@K_Niku  最後まで頑張っ
て!@ai_t_76  頑張れ～エボルタ君なら大丈夫！まだまだ行けるぞー- & @7117kaoru  頑張れ！エボルタNEOくん！ @pinkoko  がんばれ！エボルタNEO ！@kou1sin8  1111mって！！(果てしなく遠いÜ )
頑張って% @sakura2020saku  今年もエボルタNEO君がんばってね～！楽しい事も応援する事も全くもない中でエボルタNEO君が希望だよ～！  @araneahighwin_d  今年も頑張って～！エボルタNEO君も高
橋先生も応援しています！@chocobo911turbo  エボルタNEOくん今年もチャレンジ頑張って下さい～！ 高橋先生もお疲れになったらNEO君からチャージして貰って頑張って下さい！ 成功をお祈りしていま
す～♪  @yukimi_akafuku  ファイト～@2009SIN2009  頑張れ！ @kimuraya313  天まで届け君ならできる @smartbison  いけるよ！NEO君がんばれー @dclubhair  今年も頑張って～！エボルタNEO君も
高橋先生も応援しています！@chocobo911turbo  頑張れ！@cinnamon_18_  高橋智隆さん頑張って～！！！@emiyumihaha  応援しています！頑張れ！@ayu12306   いけるよ！NEOくん！
@pon_pyonchan  がんばれー！@chan_tokage  私のエネルギーも使ってくださいá @nyankoro2maru  エネボルタくんがんばれ～本気を出して！@ucoco2  頑張ってね、エボちゃん?
@bHoEb9Th7o0psQh  頑張ってください @unagimika  がんばれ！@x_o_ari_o_x  一歩ずつがんばってー！@n_sokari  まだまだ続くけどファイト{ @bangkokthai0806  エ
ルボタくん､記録更新目指して頑張ってね‼@1971430  ファイトー(  @0913Chienoko   がんばって！@pitihime  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  エボルタ
NEOくん、頑張れ！自己ベスト更新に向かってチャレンジだ！！@ijimoji   チャレンジ成功願ってます。@ymaeda4  頑張れ@torigoe4  頑張れ～っ！@yumiemi1231  やっ
たれ～3 @TA_saya1127  今年も頑張れ@nao_nao1972  我が家も使ってます！頑張って！！@nana_to_kuro  頑張れ@miray0322  応援してます！@toshipile  頑張っ
て！ @shiroXkuro_usa  がんばれー@FmrkHa  頑張って& @koichitaka9  がんば@fulful128  エボルタくん！がんばって登ってね☆応援してるよ～@DiariesHana  ま
だまだ、イケる。。。。@3MA1989  エボルタ君頑張らんかい@siDHU0Aop7yoNA0  頑張ってください。応援しています。 @yuko0312  エボルタ君なら出来る！
@_aonoha  最長記録期待していますよ～; @whitedragon38   1111目指し頑張れ！@watari2n2  やれるぞ@MercelineJ1  頂上目指して頑張って!@ta_pon1  ファイ
トエボルタNEO@mi_tam757  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  がんばって@clearwater8435  がんばれ～@Vem8nW2MqyfsYTE  がんばれエボちゃ
ん！@yumiemi123  がんばれ！ まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！  @atuc13  大丈夫!あなたなら登りきれる @ha_topopo  NEOくん頑張れ！ 
@popopo012  エボルタくん頑張って！いつも使ってるよ @rittun1   NEO君、がんばれ！！！@aquawinterplo  NEOクンがんばれ！@daburis  1111mと言わずに
1120m登れる様に頑張って@syo_dayo0120  応援してます@8fuchi8  なかなか終息しないコロナ禍の中、エボルタ君のチャレンジ、頑張りは私達の背中を押してくれ
ます！自分のペースで頑張ってください！@0816Kanna  ネオくんガンバレ。@katu911220  頑張れエボルタ@emijaht1  頑張れエボルタくん！もう少しだぞ！
@yderano  ふぁい！@JnEj8  登り続けて、NEOくん！ファイト～ @paraiba53  頑張れエボルタくん@yderano  がんばれ！ @oberheim8_voice  お@rira_kuma55 
みんなが応援してるよ！@yutankazu  がんばれエボルタ！@mintmak  あ@rira_kuma5  もう少しだ。がんばれエボルタNEOくん！ @khino1   頑張ってください。応援
しています。@sekisenn21  天までのぼれ！エボルタNEOくん！ @JpNaoboo  登り切れ～！！応援してます！！ @zenginyu20  がんばって！@Tsunokuma82  頑張って
エボルタNEOくん！@akiminn   エベレスト登頂目指して頑張れ！！@kiyotaka0303  応援してるねー！@mari_xs  君なら出来る！@nyacacao  頑張って！ 
@ME7IP5URU  頑張れ@rururu0309ru  世界最長クリアしてください！頑張って！応援してます！@che_nanana
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届け！世界記録！登れ！大気圏まで！ @satomu4912  頑張ってー！！@carson_room  頑張れ!!@shirotaka1  小さくてもすごいねえ！ @umisanumisan  がんばれ！ @chiesora220  頑張れ&
@sihenn0524  頑張って！@simikayo  成功するよ!頑張れ!@hirosaya_04623  ファイト(^^)エボルタNEOくん @srtanabe2005  がんばれ～@satoru16120246  がんばれエボルタNEOくん！！ 
@Denebola74  頑張れ@matsudakinzoku1  ガンバ！NEO君！@sinkoh56  がんばれ！がんばれ！@piyonamakemono  完全燃焼して燃え尽きろ& @imctk2 エボルタNEOくんなら、出来る！ 
@rikamomosusagi  ガンバ@deli_d5  エボルタNEOくん！わっしょい@allgemeine15   頑張って@r0By03UyGOj8TEw  ファイト！エボルタ君@kunnpann  頑張れ～！！@mi6159  頑張って～！ 
@shelly798567  応援してるよ！頑張って！！@AShowchann  頑張れー！ @tubaki_koha  頑張ってエボルタNEOくん@pe8smtys  イケ！イケ！Go！Go！←@japanworldcup1  GO!GO!NEOくん 
@tochiukomi  頑張って！エボルタ君@05bkm09  頑張れ！エボッルタ！ @rawajika  頑張れ！@juku67  頑張れ@nic3961  EVOLTA 世界一！！@yasuo_urak  エボルタNEOくん、いつも小さい体に大きな
パワーで頑張ってますね。これからもファイト～！ @sayaka23  がんばれ@KyloRen992011  エボルタNEOがんばれ、登り切れ！やれば出来る！@kkankichi  ゴールに向かって頑張って下さい。 
@kuromike1001  エボルタくん、がんばれー！！！！応援 しているよU @alice_hizaki ファイッ@Ok0t9MnjYHireHC 高く昇って！@earlgraymarch21 がんばれ～@waniwanis  １１１１ｍ頑張って登り
切って～^_^/@tokkun2019  頑張れ@utyon966  ここから変わるよ！欲張っていこう！ @masanobusansan  月並みですが、頑張れ！@nt25BiQBJyCmBCk  君のパフォーマンスでボクらに勇気をあたえて
れ!!@Solomon8642  最長記録更新を目指してガンバレ！@rionarimasa  エボルタNEOくんならきっとやってくれるはず！ @angpongtang_pt  がんばれー@GomadoHitoshi  何回見ても面白い
@Nosebleed_boo  頑張ってください。絶対あきらめないで最後まで登りましょう。@rittleriver  頑張って( + , ！ @HgCIxpwAvPCj8Vg カワイイ@kenshoudaisuki 頑張って！@S_xHxxO_ 行けるぞ～
(。・ω・。)ゞ@QUa5bG0uUNHQb1O  期待してますよぉ～ガンバ; @YOSHIHIKOARCHER  がんばれ～エボルタNEOくん！@ikedam1  がんばって～!@T0491End ガンバレ。@t73Ea3ZUqoB6sOa 
頑張れ頑張れエボルタくん！@kanakanacat  マイペースで@gorimayamai   Go!Go!@c1h2a  がんばれー+ ！ @rrschococo  楽勝だよね！ @tindra00  もうちょい！@2g0AAPZt5ODzmw1  気を付けて
@maokanyuiri  頑張れ！私たちも頑張るよ！@love2bonjovi  頑張って@himawaripasso 世界最長頑張って%@WakaWakayama ガンバレ!EVOLTAお前ならできる!@WFT6LmK5m3RiiOV  がんばれー
@chaku_chaku_  がんばれ? @yuuri68966498 エボルタNEOくん頑張って！@1iPhVBldFQSTdrJ 頑張って！ @newspapersub2 コロナを含むこの国のもやもやを振り切って高みをめざせ！
@yasu_7723 がんばれエボルタNEOくん！ @SudaTetsuji エボルタNEO最後までがんばれ！ダァー@DMHtMtpNbzTrOp2 君なら出来るà @kutibutogure  エボルタくんファイト, @keserasera1710 
一歩一歩ガンバレ！！ @nari020403 がんばー@nop_upa hey!@tomomakoto_ash がんばれー！負けるな！@0425Po0841 君ならできる！@evayamatoraou どんどん登ってみんなに感動を！！
@TOYOKO89  目標に向かってガンバって！ @saku08052  頑張って"(!^o^!)#@r182923  ファイト @8aMnQO9ztohTLYl  ぐんぐん、頑張ってのぼってねー @heuheuusa   まだまだ登れるよ！ファイトだ！
NEOくん！  @TMonguchi1  すごいぞ いけるぞ　@neko_bluecat  応援してます。頑張って！@apricot3033  応援してます。頑張って！@apricot3033  希望の光！@ribbon1099  あなたの頑張りが子ども
たちを育ててくれる！がんばれ～@haruto_aki 応援しています！ @yunaokenta 頑張って@ginmama2 ふぁいとー！！@asahina_haruto 頑張れ@K239501307 頑張って！@178mikan ファイトォ！
@hawkscookie  やれる！@BLUEwon19085535  ファイト一発@RomzHoliday  がんばれ！@hemel32  マイペースで！@monpon123  頑張れ( + , @robinribu  がんばれー@hahihomi  がんばって！
@L9uJMyex5I1ihaw  がんばれ　@haguremetal999  頑張って下さいね。！ @hamakawa0731  頑張って下さいね。！ @hamakawa1028  エボルタくんしか勝たんU @77diabolos77 期待してま
すっ！！ @Killingbytes0  頑張って@tv350ml ファイト！@TARO77714 がんばれ！ @norina1983  今度は登るのね。頑張れ～っ @FtM7S3IbhborhNC  がんばれー！@4UjzpYHiPSMKTlx  頑張れ！
@machacoco3 頑張れー！ @TinyGhost666 頑張って& @chiroru_u  がんば！@sitataru_usao  がんばれがんばれ+ @Tac0m0tCat 頑張れ$ @ponmama24114279  いけー@butoka01  頑張れ～　成
功祈る！ @YhLcHcBllKOj59D 私の代わりに頑張って！@ramenmaru_desu ファイティン！@JiminBT88045241 ふぁいと@Kana1788  ふぁいと～！@ninotyan_cc  がんばれ～！@mitsuosha  ネオく
んがんばって！@yY7kF7f4Hv4kwJL  登りきれ！！ @gumigu3ko  NEOくん頑張れ！@neko_racing  頑張れ！見てるとワクワク！@kerori1801  頑張れ～- & @abc543abc  子供達も応援してるよ$ ！ 
@ayumama03 今年も頑張れ！@shi77789te 毎回乾電池はエボルタ君に頼っています！ @sskama1230 頑張って@yyoko03274 がんばってね！ @ume08880 クライミング頑張って！
@TegAzit9l8Qy62F  がんばれー6 ) 6 @kumi_d  がんばれ！もうすこしー！@Schizo30097695 ファイト！@kazszak  世界最長目指してガンバレ！！@nMk7iYYkrO8hbvb  がんばれ！　@yozu155 
がんばれ！@aoisiroyuki  エボルタくん、頑張って登ってね！←@HNGD7N2zBMMmoIb  もう少しだâ 頑張れ# # @PAkc4Mzj0zxZ1N4 頑張って！@yamasecofr がんばれ@gozardgo0206  きみなら
出来る@mizu72400724721  1,111mのロープ登り世界記録、達成できます様に8 @cocochunchun ガンバ1111! @daikidaikiti チャレンジ成功をä @perfect_kiss_ 一歩ずつ進んでいって
@tatasanpapa がんばれ！@takaona7 がんばれー！ @kanabun0923 がんばってほしい@hugaku36k006 がんばれー！！！！！！@ayagin10 がんばれ！！ @fuyusametyan 頑張って
@TomTom06707966  頑張れ～！！@ZosX23WV4NSk0nt  最後まであきらめないで@raym092320  きばれ@jotam0128  頑張って！！頑張って！！ã @714Duffy 応援させて頂きます
@hinatanohiromi ふぁいと！@mirahuzi 頑張れ～！ @pp1129 頑張れ@rosebara55 気合いだー！@dagamazarashi ガンバレ@nikonikkosumail 頑張れー！@poka_tanukichi 頑張れー！！！ 
@kafemanteia  落っこちるなよエボルタNEOくん。ちょっと心配・・@Muchoitou  Fight!!@mj02645907  がんばれー！ @SI7kzcYx1KaY2Oq ガンバレ！@if36083415 頑張って♡@k05m08281 頑張
れ～エボルタNEO君。応援してるね！ @3_mio_8   頑張れ!@lovedor  頑張って下さい@BBMsZzlb733nvrj   記録更新がんばって@z3UgKpCY13SKtbZ  ファイト& @kosei2323  がんばるのだぞ@5d_juri 
毎年チャレンジするのすごい@GewdwGood がんばれー( + , ！ @XnAIpQMZIoTqk21 君なら出来る！@kakemiyuto ふぁいと@pkpk_84 頑張ってね@fSTYegMgv0reCqL 世界最長頑張れ
@JcDgI5BJP3vXfY0  頑張って@minadacse がんばれー- ! 絶対に成功するよ$ @aoi708neko  頑張れエボルタNＥＯ@tsuji71  頑張れ@rainbow_8538  頑張ってーーー @akamidori23  頑張りましょー 
@hmskayu1234 頑張って( + , @maryohei 君なら出来る！⊂( *･ω･ )⊃ @ichigo39miruku がんばれ@milk01227917 がんばれエボルタNEOくん！ @sannoulin がんばれ！エボルタ！ 
@SugimotoNa  頑張れ！！ @VWZQUGNm7W3t0TT  頑張ってー！@1PtjhxgBKyFqoEX  頑張って！応援してるよ！@osk51634  世界記録目指して応援しています& ( •̀B• ́)%!ﾌｧｲﾃｨﾝ!!@kr_rt9 まだまだ
いける！頑張れ！！@Rusk_snowdrop 頑張れエボルタNEOくん! @ichichichica  がんばれー！@yakk2024  エボルタくんならできる！ @nB81vqoKQ8ZpsBb チャレンジ頑張ってー！！ @suzumeringo 
ガンバって！ @Gd2nOYSSaAbHTHH 頑張って！ @hiromicochan  頑張って@masa29126 ファイト@masa29126  エボルタNEOくん、1,111mのロープが無事に登り切れるように応援します！頑張れー！
# # # # # # @annwnaut がんばれ@mariaya16 頑張ってね@mariaya16 がんばれ！@merununchan がんばれ@mari161206 当日見守ります。がんばって！ @anan9256 がんばれ！ 
@a6FLbFxThwMfipK  頑張ってください！ @loudness_killer  しっかり掴んで！@ririfc2live  ファイト！ @chatagreen  頑張って～+ ！ @nariy210sa  ふぁいとー！！！@junasann02  エボルタ君ならで
きる！ @fujiham2 頑張れえええええ@sgz4KYiovaagRFV 頑張って！ @cv4m9ylzlQ980rV 応援してます！ @uLhVQh8z4rt4q5X がんばれー！ @miyako0104 がんばれ@kmmr_tks 頑張って
@17tsuna 闘魂こめろ@nicegaisyun いつも頑張ってる！応援してます！@utyuorion がんばれー‼ @GoodmoonWinning 絶対にできる！ @ro429yyy 世界を狙え@volty46 応援しています！
@sya57977954  負けないでーーーっR # @romeorebirth  頑張れ！@yanagie9  ファイトーね！ @kanamanayo 頑張って！ @shiroXkuro_usa  ふぁいと！ @Lock_Choco 頑張って@arimoka1015 ファ
イティン@SHOss0717  ファイト6 ) 6 @imasanao  頑張れ！ @sumiyo75987491  頑張って1 @8nizakana8  頑張れ～！！@aasmm16  がんばれ！！@daaaaaaaako  いけー@resa_tomichan  諦め
るな！@Asari0525  がんばれ@chanbeji2  ほどほどに頑張って @sumirekiyu  がんばれー @hayamiyuui  世界記録 @koitayuru  いつも感動をありがとうございます！@y_u77  パワーがありますね！ 
@tontonsan33 頑張れ！！@Tokuda_Edo 頑張って@mizudori8 世界最長1111mクライミングチャレンジエボルタくん頑張って～@melomelomelon30 がんばれー@accopanda がんばれ～！ 
@kero2pulsar がんばって！ @nori_sukesan がんばれ！ @synergism_t 期待大@e8a06qs1fNMXEd2 高所が駄目な私は、自宅から応援しています。 @ad3pkg がんばれエボルタNEOくん！
@mokumok87921481  頑張れよ@wsHe06wHLnAls6J  頑張れ！応援してます！@Amin0401  どんどん行け( *!!")ﾉ!*.ﾟ@rieplove1  頑張って！@knsrk0520  頑張れ!! @ayukatly  ファイト！ 
@shibuko17  がんばれ@nobinobiko33  行けー@mikotan21407347  頑張れ！@F06cGis2M6py3z2  ファイトー！@kitori2017  がんばれエボルタくん@cacao310  がんばれ！！: @onikutaberuhito 
ファイト- & @A44504272  頑張ってください& @cielheart  がんばれがんばれ！@chan_tokage  絶対にできる！@chanceJYJ 信じてるよ！@madera02  ファイト　イッパツ@tubuyakisugi ファイ
トーー！！ @sweetbmw3  頑張れ@newtomomo_0413  頑張れー!!（＾ν＾）/@ktsYZMqQkFeCBfz  がんばってね！ @suibokun7  頑張れ～@bxunere  子供がエボルタネオくん大好き8 頑張れ～
@yutodonchan エボルタがんばれ @noirsaphair がんばれ！@nosukenyaaan 頑張って！ @rZJdZL27WJJ4URt 頑張って#01*@LA7urI5WndT2cO2 頑張ってね！@YukikoGaku 頑張れ
@y6348wawaw  頑張って！ @iZrIe8PbA7bPMxx  頑張れ！ @nina27moo  頑張って！@risu51707209 最高なパフォーマンスを@soba0011  チャレンジがんばれー！ @yvMxEkTcHviavGR がんばれ;
@seychelles_cafe  EVだ @tomurasakey  世界最長& @umenomama1  がんばれ！！@mMI24OZt37CGStu がんばれー"(!!"*)!@gomakanakana  ファイト！応援してるよ@NGBtXRjXKAGAibO がんば
れ@manasaopapa  頑張って@pnksy644 ふぁいとおおお@hrokawari2  (/≧◇≦＼)頑張ってー！ @ruru0ruru0raaa0  いつも応援しています"(>ω<*)!@maya_rate  世界最長！すごい! @kanade02141
ファイト一発！ @kedamanosu  世界記録目指してファイト♡(> " <)♡@fukiyokoimomofu  ファイト@sukinairohamok  頑張って@nori05243  毎回感動 @benikake007  ファイト@ojiojidesu0202  がん
ばれ！！ @OmuOmusanO  1111mファイトです] @qx51pqTCZyucOCq がんば@tamakigotou  頑張ってください@BbSt5wT8yX0hQcg  頑張ってください！@pokmq1  がんばりー@koemitorasi  頑
張って@OihIljT0F85L5O2 ガンバレ！@QSs4nHZq9gtnFUH ファイト@FUMIHIDEKUN  ファイト、ファンがみんな応援しているよ。@tama271yama  ファイト！@nyakox  がんば@mi2451373  頑張っ
て@8S7EeRDE3hhUGme 応援してるよ@ha0619mi 頑張って@marutyanotu がんばれがんばれ！ @koshifuchan おめおめおめ！ @mvoaiz 頑張って！ @tikio1137 応援してます。頑張れ～！
@uremimi  頑張って！！@jyan_lady  ガンバ@maki_819  エボルタNEOくん頑張れ～$ 誰も成しえなかったことにチャレンジしてする姿勢が素敵です！ @UknLvuxR6UvfUrP 頑張って@hanaejinjin 頑張
れ@KinnikuThatcher  頑張って！！@gomachan_24 成功しますように、@momomomo1202 がんばって！ファイティン！ @orikanai  登りきれるといいね、頑張ってください。@eich8520  頑張れ
@K239501307  FIGHT!@minidora_24  ファイト！ @yomatake  今年も頑張って！@Zkv9p8IdrXbp3jq  ガンバレ～@kazszak  頑張れE 世界の頂点目指せ~U @Pokopoko37 がんばれ
@DCufLyPyPfOQLGW 頑張って@mimin0123456 ふぁいとぉぉぉぉー！# @nyan2_gao がんばれ！@ELMO65355454 ガンバレ@narumi_june ファイティン！@shchmedo やれば出来る！
@bowzuyama  がんばってね！@ryoakanishi エボルタくん、ばんばえー！@gonpashin がんば！ @113Chiru "(!>∀<!)#♥Fight♥ @meronpan12021 すごく長い！けど頑張れ！@guri8riko  頑張って！
@tk3012 世界最長を応援しています。@yuming2029 かわいいのでがんばって@_52889584kt ファイトファイト！ @hamakawa0731 ファイトファイト！ @hamakawa1028 頑張れå
@koala_wombat がんばれ！@piii32149375 頑張って！@bukowski1216 頑張れ！ @smmk0001 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q がんばれー！@1102_miii_wat 長寿記録を伸ばしてー
@gw9Nitxhx4lOums  頑張れ～～NEOくん♪@Bluecat44227738  頑張れ～& @robinribu  エボルタ君頑張れ！@178mikan  最後まで頑張れ！ @mr_aroman  ガンガン頑張って@spppaipanring3 がんば
れ！ @Doctor_Dances  体力と気力の限界まで頑張ってM @Nishikirinww 頑張れ( + , @abc543abc 毎年応援しています！ @mangusu3 がんばれー$ @rinrinai1231 がんばれ！
@applemogumogu2  エボルタNEOくん頑張れ！応援してるよ～！@yaki_sheep p(＃^▽ﾟ）q ﾌｧｲﾄｯ@FxrMguxh94fSVyI がんばれ@9A54udEhuZGUAiy 頑張ってね！@ZosX23WV4NSk0nt いけいけ
～っ！！！！(^^)/@takemacha0922 頑張って@mintochan1234 きみならできる！ @nrt1012 エボルタNEO頑張れ！@skywarkaaa がんばってください！@clearwater8435 エボルタ頑張れ！
@0611taka0113  がんばれ！@chizuru20101010  エボルタくんすき！@lululun27 がんばれ！@ymay531  がんばれ！ @milkiss_0919  がんばって～!！ @ume08880  がんばれ@DORA101000100  頑
張れーエボルタくん！！！！！ @kafemanteia 頑張れー@kotakoto1122115 がんばれ！@vdbUjJIZZdpD1Qs 応援してます！ @ahitokira パワー満タン！ガンバレ！！ @kt_reward 頑張って
@yyoko03274  楽しみにしています！@Clairvoyant5211 ファイテン♪( ́∀｀)人(́∀｀ )♪@a12674565  がんばれー！@hunikuri_huniku  ファイト@orange_remon  fightじゃ！@mk9819mk  エボルタ
くん頑張って！ @kanshirin  がんばれーーー！@kayo_hocha  ファイト@hanaejinjin  頑張って? ? w @rururuns21  頑張って@van_halen5 がんば@kietim  ファイト！@amabierainbow  がんばれー6
) 6 @melonsoda456 放送チェックします2 @0iklk4DS2QLxcqw 頑張れ♡ @kera1906443 がんばれ！@kzcS8u44sYc1n5d がんばってください！ @genjineko23 頑張って～登れ～登れ～

@ayachan27430  頑張ってね@takemikestory  頑張れ1 @hihi_roro_mimi 頑張れ～！！！@ar1030119 がんばって！ @keikodayo がんばれ！ファイト！
@ul9gmgIbCiQchON 頑張ってね; @SundayBell 頑張って- ) - @SundayBell ファイト！@snow4wolf 頑張れエボルタ@yahman0104 やるしかない！

@kumi_d 頑張れ、エボルタç @reina09171128 EVOLTAくん、君ならできる！ @sunvaiz 頑張れー・@CYqGhOIhb90hxJr クライミング頑張って！ 
@omusubi901 エボルタNEOガンバレ！！@hoc8PZHtaIyHwID がんばれ！ @6kZklbx2qLjlMNM 世界記録達成を心より応援$ します 頑張れ+
@manzokumanpuku  防災もゲームもまかせた@Lemonju82671251  達成しますように！ @231Ngc3372  がんばれ！ @umi1banr  応援中@909413  素晴らしい
@atsushi73777  エボルタくん頑張って登り切ってね" " + Q @npyon_0520  頑張って@oioioisii222 頑張ってください@fcGZnKmBNudrWdX  負けないで！
エボルタNEOくん！ @yukikouki1  ファイトーいっぱーつ@sXWrm3LBUPRbxXl  ガンバレーー@nittokacho  応援しています$ @akkdt1  頑張って！！@kkdt1 
いけいけ～！ @YkHsgw  頑張れ@kumi0071  うちの電池もエボルタ一択C 登れると信じてる@AuFrp 頑張って！@arimoka1015 ファイト
@panpacapan0615  がんばれ@sogirlto11  がんばれええ！@of_dcw  頑張って@kurikurimix3104 ガンパレ！ @j67UDdheQcWzIqu  エボルタくんファイティ
ン！！@momotamomota5  頑張って応援していますよ@catgenk1  面白いチャレンジ！応援しています@nkrhappy  がんばれー！！！@tekarin_315  エボルタが
んばれ！！@hakofugu8529  ひたむきな姿にキュンです5 @mogu2kun  がんばれー！@0m0chi_san  がんばれ～！2(!: ; # < ;!)3@chiiishe  応援してます( ＾∀＾)
V = = = @clio_15_choco  良いと思います！ @Sheryl_MF  頑張れ@coronrolecake  頑張れ！@yuumakadoo  頑張って@05070411Aa がんば@aoteen1  頑

張れ@chihiromine  頑張って！ @hirachin7777  がんばりましょーé @sma7377loto  頑張って@alisamoamoa  エボルタくん頑張って！@shiori_piyopiyo
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がんばってー- ! 絶対登れるよ$ @aoi708neko  応援してるよ@pP6mxFTR8nmj1LO  応援してます& @anankukudayo  世界記録挑戦$ がんばれー1 @maa87057028  頑張って@luckymania07  がん
ばれ@sJFzBzaTtdXqWla  がんばれ!!@KPippitan  登り切るまで頑張って！エボルタくん！！！@skri_9  頑張れ！健気だ！@ririnote  がんばってー！！！j 8 @8888pepepepe  応援@yutantan0212  が
んばれ！！！！@nepia123456  がんばれっ@04Gahahag  1.111m頑張ってくださいX 7 @hntmom625  がんばって！応援してるよ！@naomi47003144  ファイトーーー@maumau75555   期待してま
す！！@shohei2000ks  NEO君！クライミングチャレンジ！！ファイトーーーーK K @12Cmsk  がんばれー！@kazuki0106  頑張って！@aquamarine3033  応援してるよー！@masumi20658388  当
日、期待してるぞ、@sinkainimoguru  更に進化@sinkainimoguru  応援してます！ @lucky3_33  しっかり～è @achapoochan  高性能電池は進歩する@sinkainimoguru  頑張れー！@penguin36273038 
頑張って！@coro_coroko  成功するとこ見せて下さい！！ @kn856913023  成功して欲しいです、頑張れー！@akotan_akotan  頑張って( + , @SundayBell  記録楽しみにしています。頑張れ&
@jastine_honey  成功するよう全力で応援するよ～。頑張れ～"  @sakurakundesu  エボルタくん頑張れ♥ @momoume55  ファイト$ @ponmama24114279  決して手を離さないで！エボルタくん！！
@kyohatsuraihi  その調子だよーーーー# @romeorebirth  がんばれー( + ,  @himawarin333  eieio!@kariimobudd  頑張れ@Your_Heart_63  成功。@etsu_kubo  世界最長ガンバレ！ 
@3gQoJuvMk6kgVoq  頑張って@kame_kuru  エボルタ頑張れ@24436  応援してます！！@NqPmY8lj5j3ZKkF  ファイト！@mikataka0806  頑張れ！負けるな！やれば出来る！@ShiroKuma_0704  頑
張れ$ @CL22664982  頑張ってください, ガンガン！ @nana00612  めっちゃ期待しています。！ @yu0117dream  がんばれ！！@jyan_lady  負けるな。頑張れ！@bambiro55  がんばれエボルタ！が
んばれエボルタ！おうえんしてるよ) @milmay10jyoshi1  応援してるよ！頑張れ！@nanakusa_18  頑張って@soratobuakamura  がんばれー！@X2M9n  期待しています@qHWlLmc8B5jq5Jt  頑張っ
て！@papiko022903  ファイト- @takemacha0922  頑張れー！@mars_kn  頑張れ！ @namerooou  頑張って- ) - @papertiger174  今回も通過点だ!@hemunoya  頑張って！@_nyoshi  がんば
れー！(!•̀ㅂ•́)!!@GP05a  ファイトi @kiiro0805  エボルタ！@lotus364  頑張れ！ @hiromicochan  頑張って( + , @marimpa12  負けるな!! @mamijiro91017  頑張れ！@koooo_ta_  ファイ
トぉーーー！！@marom_trialid  一生懸命登っている姿に私も励まされました！頑張ってね！@DudW0mkhc5ROcxH  頑張ってー！ @ericaaa109  頑張れー！！@yakk2024  まだまだ登れるよ！ファイト
だ！NEOくん！@6fejI3QnASkKGCa  頑張って& @catsdrugstore  頑張るのだ！ @sakura31034  ファイト！ @chatagreen  生放送みながら応援するよ！@aszx1  ふぁいと！ @AKARI_prize  頑張って
(^_^) @kuuhaku49547423  頑張れーE @suzusuuuuuuu  成功を祈ってます！ @akikkkk  ガンバレー+ 3 @sas_0515  頑張れ！！！@cYUJsnS8hVQDtBU  がんばれ# @saracho1223  ふぁいとー
@ao1336  ガンバレ！@chocominto0425  いけるぞ！がんばれ！！@iii365iii  頑張れ‼@ESoNwltDaa5DRHe  頑張って！@EXILE1015  全力応援！ @romihogogo  がんばれー' ( ) @VentMoi  エボル
タ君頑張ってるCMがまた見れたらいいなぁC A @punipunichaaai  ファイト@cloudy_0012  エボルタくんならきっとできる！！@Inshan001  頑張って～！@mari1212r  がんばれー( + , @NekoTinmi  
1,111mのロープ登り世界記録、成功しますように. 8 8 @cocochunchun  がんばれ！@Charlot42333571  ガンバ@azaz_tks  成功祈ってます！ @stknov  エボルタNEOくん、がんばれ！
@naominao703  エルボタNEOチャレンジ頑張ってー！！可愛い. @shizurumoe  がんばれー！@mamamaclon  我が家でも、電池はエボルタくんだよっê @ry_mama_SP  熱心!@kokoronosurf  まだまだ
登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@lWP84Yvpb2XSl9K  わお！@olsave  のぼれー！@haine6XXXX  いぇい！@yuamamann  頑張って！@yosi_utosa  頑張って+ 3 @fried_potatoman  マックのハッ
ピーセットのDVDでエボルタくんめっちゃ好きなったね！ @ekiden_saku  頑張って∩(*・∀・*)∩ﾌｧｲﾄ♪@hipyorapon  頑張れー@k41mi  頑張れ！@gayatan726810  チャレンジ成功！ @ojazukin  がんばれ！
@x_o_ari_o_x  声援で押し上げる！@Torakuma5  がんばれ！ @ayu8181128  頑張れ!@ksk_n0  がんばれー！ @sirone_yukichi  ファイト～" 4  @happyfishchan  ファイト(∩́∀｀)∩*
@twinkletinyaibo  頑張りましょう。！ @chie0731snoopy  頑張って～ë 応援してます～3 + @keipan0836  エイエイオー. @rinrinhouse0422  ゾロ目突破+ @takakaiun  エボルタがんばれ1
@wanp_k4_kids  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@7cDRvT7pESz7Gc2  フレーフレー@mi_ou71  ファイトーっè  @maneki49ai  エボルタNEOくんの健気に頑張る姿、応援しています！
@kmry59035993  いっちゃえ！@mi_ou71  もっと先へ！ @f0b552b8b6424a6  チャレンジ精神がすごい！頑張って @pepopepo39  頑張ってるね！ @kyo12mom12  頑張ってください@176natsumi 
成功を願ってます@tokutokus1  頑張れ(∩́∀｀)∩* @aibo626  頑張って！ @shiroXkuro_usa  頑張って@B_cKaRaf81  頑張れ～@kororinkuro  頑張ってください, @nyamake  もう少しだ- がんばれ#
@PAkc4Mzj0zxZ1N4  がんばれエボルタNEOくん @pipinen9  がんばれ！@temaki1116  ファイト！@poagdpbwxy  エボルタ頑張れ- & @yncAs1rSw8Hn9Nv  がんばってー！世界目指してるのカッコ
いい！@mio_o8  がんばれ。がんばれ。頑張って～。@ringo_tamy  省エネでがんばれ！@taro_hashimoto  ファイト一発+ @UNIKA1203  世界の頂点を目指せ！@washiko_death  がんばれ～
@sakura25251  がんばってください！@clearwater8435  記録を出してエボルタくん@sumizumi555  頑張ってください！ @loudness_killer  エボルタNEOくん頑張って! 応援してます. 3
@kirara_surprise  電池の限界を示せ！ @kurimshichu  がんばれー！エボルタくん！@milchuuuuum  がんばれがんばれエボルタくん！@tomatama__  がんばれー$ !  @puko_0530  頑張って！
@wUEa3Co5tycAfgT  頑張って！エボルタくん！！ @8383hami  頑張れneoエボルタ君　ファイト@1iE69dzf7dzfR4q  頑張れ～@6PsLk6JucEmpWN9  頑張れ～！@sorapon0218  頑張れ！
@kikoenaide_su  ファイト6 ) 6 @macoco24  頑張っていこう。@7168ktmjk  気合い入れろ、ファイト！@se71687168  やれば出来る。@se71686  NEOくん頑張れ！@se7168  がんばれ
@pipipopoaaa1  がんば'@suu2ai  頑張れ@papamarupapan  頑張ってね！@QcRPGEHOlRsaDbI  動きがかわいい！がんばれ～@on1catserver  ファイト@honeybear072  頑張って！@asahi0824   が
んばれ！　エボルタ@fuku10242  NEOくん頑張れ！ @Otoku_love_0109  ゴーゴーエボルタ！ @piyoko1981  ファイト@wamirimo  チャレンジ成功を目指してがんばれ！@s290423  今度こそ！
@KANTA381  頑張れ( + , @NOAH0704  倒れるまで頑張って@hahihomi  頑張れ！@KinnikuThatcher  頑張ってください！@miimiimii000000  がんばろ@yumeinu01  がんばれー( + , @vuegxr 
がむば！ @uki_ukiwa  チャレンジがんばれ！@vuegxr2  がんばれ！@GUEkGvA4u6SfQA9  ファイト@uechan0515  ファイト！@tomo00625120  頑張れぇ～@monnmon0524  応援しています
@mintochan1234  チャレンジ頑張って @cherinn1722  p(́∇｀)q ﾌｧｲﾄ~♪@kazenari_ura  パナソニック様の技術を披露する嬉しい企画‼エボルタ様応援させていただきます！快挙期待♪ @Ban3Tuty  ファ
イト( ' @96a65af983a84d4  ファイト@monpon123  フレッフレッ！ @rarirurun068  ファイトファイト@Tamutam95297738  お@rira_kuma5  頑張って！@chokusenbancyou  頑張れー！
@asami_ted  がんばれー！ @ymuarui10  がんばれ@abwpoi  子供達も応援してるよ& エボルタくんファイト&  @ayumama03  頑張れ～@tettin_  NEO君ガンバレ@AbcbPsi  今日も頑張って前進してね
@geckos2012  ファイト@cherry_purin22  チャレンジ応援してるよ5 @uDqQFHJCMM46KMf  Fight@twpwin  私も頑張るよー！一緒に登ろう（＾ω＾）@ma_cotion  DAI☆DAI☆大丈夫～！！
@siromomo9  ファイトファイト！ @hamakawa1028  がんばれ！！@ZephZxYAhgm0TYZ  ファイトファイト！ @hamakawa0731  がんばって～！ @ume08880  頑張って。@Mk07700144  がんば
れ!@Kura_rishiri1  応援します！@flower_himarin  頑張って( + , @pinponpan606060  ふぁいと！@3akachanman  がんばれ@hidarikundesu  頑張って！@yappi_ll  頑張って@Tubeiii  エボルタくん
に限界はない' @maya_rate  みんな応援してるよ8 @shoko_rume  頑張って‼@tomo39684946  がんばれ@tomotom63385694  がんばれっ@askask1239  がんばれーっ@x_x_o_x_x_n  がんばれ
@kodamachan__  がんばれ！！@1122334455h  がんばれー！！！@rapu_09na  頑張って@yyoko03274  全力だっっ！！@0n_non_non_n0  クライミングがんばれー！@transition_29  頑張って
@1962take1103  エボルタくんまだまだ先は長いぞー！@miree_000  ファイテン(っ`･ω･́)っﾌﾚｰﾌﾚｰ!!!@chikochan888  頑張って！@BAg1WuYNoOQIOFs  100万ボルトでがんばれ @yjk96077334  が
んばれ～！！@HahihuhehaK  クライミングできることがまずすごい！！@taroro1128  ファイト！ @chiharu2tree  やればできる！ @okabayashi151  がんばれっ！ @yuukaatter  頑張って@tv350ml  が
んかれー！ @nakakorekore  ファイト～！ @C3GzjXQZi50Bcoo  ガンバレルーヤ！@nisetatsu29  がんばれ、エボルタNEOくん。えらばてたものでなくとも、ちからがたりずとも。退くな、挑み続けるん
だ！ @Jedi_Reo  わ～っ！@sasaki1977241  HELLO！@kuro0012  がんばれ！@hiro_suya  ロボリンピック目指してがんばれー@tanukimo  がんばれ♥@miffystone1  1111mまでメッセージ繋ぐぞ！！
がんばれー！@sasamisan0000  そんなに頑張らなくてもいいんだよー] ] ] @Quester_ds  1111111111111111111111111@omom1333  がんばって＼(^o^)／@GhostSwat_Mask  ！！@Beryjun 
記録更新頑張って@9Yw4p30yn3fcrFu  上れ！登れ！昇れ！ @atali_masu  ファイティ～ン！！@yukari05071437  5 5 @726719r  いっとこ！ @itotakae333  応援してるよ！ @makkie_chan  目指せ
世界最長@nakadashota  頑張って& @kobi2_y  頑張れ！頑張れ！ @Indigo_gloves  がんばれ！@maako_chan  応援してるよ！ @ponanop  頑張れ！@5ulvl1l23  ガンバ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ @tommyaries1225  頑張
れ@akikikikimaron  がんばってね！ @ume08880  記録期待しています。@brulee_ks  頑張って@yoshiko1224am  エボルタくんもエボルタNEOくんも、これまでのチャレンジを全てクリアして来たんだか
ら、今回も大丈夫…頑張って"( •̀ω•́ )%FIGHT☆%%  @foochan3974  頑張れ頑張れ@xinn_s581202  1111m！ @saratek2222  1,111m世界最長を目指して頑張って; @arimoka1015  登りきれ～
@GAZOb6Nz2X7RLow  頑張って～@octoponosuke  息子がエボルタネオ君、大好き！コツコツがんばれー"( 'ω' )!@mimayumayu  目指せ 1111m  ガンバレー‼‼@fosnmp2jlove  頑張ってね.
@21runa21  がんばって！！@iammnmhal  応援してるよ～&  @81hm81  ガンバレ！@yougod74  がんばって！ @oukahamham  がんばって@L9uJMyex5I1ihaw  がんばれ @pointpanda  エボルタくん
がんばれ$ ファイト# @dorayukikun  世界一目指してファイト- & @ikkomae  ファイト～！@kazut481117  いっとこー！ @nekomazi  頑張れ(≧▽≦)@7stmwhitty  頑張って@aamjdajaj  頑張って
@ha7mogera  新記録目指して頑張れ@johnny_s_dep  頑張って~応援しています$ @abcauka  + 3 5 ！ @nyan98510076  頑張れ- & @abc543abc  ファイト    q(^-^q)！ @No1Tenmon  がんばれ！ 
@norina1983  かわいいエボルタファイト1 @ku_mi33  がんばれ！@mippirou  生放送頑張れー@bHoEb9Th7o0psQh  気合いだぁ～!!! @t2461980  がんばってね！ @tamagoyakisanko  ご健闘をお祈り
いたします@cm_tes  頑張れ！@mikenekonopiko  エボル君頑張れーポイントくれー @amu_nyan  ガバレー@ca11cm6ct11  p(́▽`o)ﾉﾞ ﾌｧｲﾄｫ～♪@10mamaru  ファイト！@000_yossy  頑張れ！ 
@noname_zero_  いけーー！@news_kanjani8  がんばれー！@kimaya0rolleta  頑張れー(!: @#< @)@K60839116ad  頑張れ！@Lito_Cute  がんばって1 @naochan0114  頑張って！@KenSyou_Oubo  頑張
れ@zaxa55  君なら～、やればできる！@manekinyannyan1  絶対成功するよ！ @eeefukuoyobu  ファイト@jis009  筑波山を越えろ！@harutorik  登りきれー！ @hanakusooyabin1  がんば
@ATestuemon  頑張って！ @jin460802  頑張れー！ @nui3242  世界一目指せエボルタ@ardijagon  がんばろ@resa_tomichan  ファイト- &  @sugarmarch3  がんばってー！ @mai_kazu617  ファイト
@nodonodo66nodo  ファイトー！@pyontiki2  頑張って3 @9lXDz1uwWDCsv6f  がんばれがんばれがんばれーっ@hoshino_minamo  ふぁいと！@jet0808  頑張って頑張って頑張って@tamatama3043 
がんばれー@moon23965  がんばれ@nnUlMP0CW9Cr47y  応援してます！頑張って！！@chi_tan928  自分を信じて頑張れ@tz9os7yw  最後までフルパワーで頑張れD " @Kensyo_Natto  ファイトだエ
ボルタNEOくん！@61campe95cam38  がんばれー@yamada08033  がんばれー！@yuririika  頑張って！ @Keredosoraha_AO  がんばれがんばれ！@meg_torchlight  君ならできる。@yuri_zoomin488 
がんばれー！@asako_no  ブレイブイン！@motowisdomgod  ファイトー@yam47931735  目指せ世界記録！ @akisasa1216  頑張って@N86CZmGOcUiyDfz  エボルタNEOくん頑張れーーー1
@hihi_roro_mimi  応援しますs ! @a_Kingfisher_  がんばってね！@_mai_kichi  ファイト！ @Shalala0n  前人未到の快挙期待しちゃいます(^_-)-☆！ @Ban3Tuty  がんばれ！@pooh_ys  エボルタNEOく
ん、頑張って！@Z5bs9n2Fo8EgM6h  がんばれー！！@leaq32_lani  エボルタ君がんばれー！@kira272717  がんばれ！ @tm7752v8  頑張って@kyonshimada  大好きだよ5 応援してる@okotak7051 
がんばれー！ @miisuke36  がんばれエボルタくん！！！、@aoy_sora5  エボルタくんならきっとできる！頑張れ- & @to_omorokoshi  がんばれ！新記録‼@apihapi2525  がんばれー！@salisty38  頑
張ってね！ @7FK7uytVavHQ2DI  がんばれ8 @maomao_syk  がんばれ@konopinoko  頑張ってください@723__  頑張って！ @kmmmkm0802  登りきれ！ @momww_w  ファイトー！！@rapu_09na 
夢のあるチャレンジ応援してます！@4hs715  頑張っ@osanpo1030  頑張れー！！！@mariri09270  がんばれー！@hoyamanami  まだまだのぼれる！@pi_ka_pi_kachu  がんばれ！ @mm_zzz19  頑張っ
てね！@FAIRYMICKEY0206  前回から引き続き応援してます♪@yukinnko333  頑張れー！！@kiyu05236036  (o尸''▽'')o尸゛ﾌﾚｰﾌﾚｰ@romeorebirth  ( *• ̀ω•́ )b ｸﾞｯ☆ @DNA_Odyssey  がんばれー！
@ringoicechan  楽しみー！@mild_planet  頑張れ" @kmsoAo9  がんばれー] ç @haru_saco  急に寒くなってきたけど、当日は熱い応援しますからね8 @amanaedulis  頑張れ" " " @kensyomania
頑張れ#@xmsoAo  世界記録にチャレンジされるんですね！応援しています+ í 頑張ってくださいw !  @yuria_donguri33  頑張って！！ @aroiaroi2  最後まで頑張れー！
@so_nya121  世界一目指してがんばれー& おうえしてるよぉ～& &  @masami17155595  ガンバレ@tamara_nai  幼稚園見たよ！毎年チャレンジをしててすごい！！今年
は家族みんなで応援してるよー！ @Minamo09987228  頑張れ@isaragi1  ファイト@FUNKY_DRAGON2  頑張ってー！@nanase_muku  君なら出来る！ @39coming  頑
張って~E @kuromegu3Q  エボルタNEOくん頑張れ$ 5 @msredie304  頑張れ@ponmama24114279  がんばれー！ @tukitoji2121  頑張れ！！@xmsoAo  ファイ
ト！ @chatagreen  頑張れー! エボルタくん☆@LSADLSAD5  がんばれQ Q @rinranrunhehe  楽しみです。@juffukujin  がんばれー！ @KORO_KORON_A  頑張っ
て！ @shiroXkuro_usa  おめでとう！！！@msdmntaym819  エボルタ君頑張って！@hitomi_love2  がんばれー！ @hiron8901  1111メートル！！@sukatan0524 
ファイティン8 @happy_cocomi17  がんばって@kiyokonon  頑張れ！いける！ @nonanonakki  がんばれー！@neko__shirokuma  諦めなければ絶対大丈夫ガンバ
@marronmarron40  小さき勇者！@Utopia063  がんばれ！@marukonoikuji  がんばれ～@erierinago  応援しています！@adataramt  がんばれ～@pekorinnsensei 
チャレンジ期待しています@rumichanmomo  ぜひ成功してください！@werisato  がんばれ！！@girlertest  がんばれ！！ @10sabo01  頑張って～@176natsumi 
がんばれれれ@H49705995  ガンバ！ @gogogo_go1484  エボルタ君のパワー、いつもびっくりさせられてます！！@0719nakaaki  頑張って(｡•̀#-)!
@56maiko925  応援してます！！ @nonone5557  頑張ってー'&!•#•!&"♡ @12oneayk  頑張れ& @BfDYnSeK2KPwvDK  頑張ってー応援してます！！！！
@hipyorapon  頑張ってー！@kensyouyouno2  FIGHT@cpfmod4CAJ9QUC2  絶対イケるよ！@mtasaki967  D エボルタNEOくん頑張れ; @Yuzugos  がんば
れー！！！！ @nonon1323  頑張れ！！！！！！！！！！！！@wawawa0723  頑張って@ksrwjsm39  精一杯頑張って" @Akun11Akun  fight！ @dan9012  がん
ばれーj @siosio248  頑張ってください！！ @9miku3  チャレンジ成功しますように@ichikawa5963na1  頑張って& @ba_by55  世界記録到達しますようにì がんば
れ～！@kensyou__naako  止まるな！ @kinzo138  長くなる事をたのしみにしてます！ @cocoa41341562  頑張って登りきってねM @39Cofee
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頑張れー! あと少し！@ytn08101103  がんばれー" @mx_yh0  止まるんじゃないよ@Ootori_azuma  頑張って# @waa_aaci55  エボルタNEOくん、頑張って！応援してます！@Z5bs9n2Fo8EgM6h 
油断せずに行こう！@dies_take  がんばれ@nanomamsan  エボルタくん頑張って$ % & @MunTakorin go@T31217  頑張れエボルタくん！ @fwin3939  がんばれ' ( @chyaa_0619  がんばれ！$ %
& @skrujni  頑張ってください！@shiro89540747  健気でかわいいよね @mesie48  がんばれ！ @akiakiaki0810  頑張って‼) @_yunyun_desu ( ( ( @kocoreg がんばれ！長年の夢叶えろ
@rhcccs_r1h0  楽しみ@whonbatto  (! •̀ω•́)!ﾌｧｲﾄ!!@dmja2378  頑張ってね！ @4r_ug  がんばれーー！！！@kokochan_abc  ファイト！@7yWnJP32NqbFeHg  出来そう@orenjikakibudou  エボルタ
くん、いつもがんばってるな* + @greenchan012345  エボルタくん頑張れ, @minon82minon  エボルタくん好き！ @V1gEc64mY7tSPMz  がんばれ世界のエボルタくん！@riko415jump  頑張って
- - @bz333bz  がんばれ(｀・д・́) @dorari_nu  小学館でおもちゃ作りました！ @karukannsann1  エボルタくんファイトー！@gakotw  頑張れー!君ならできる。@AKASATANA000002  登
れぇぇぇぇ！頑張れぇぇぇぇ！ @saaaaaaaaaaaati  今後のチャレンジも頑張って下さい @iidai2010  がんばれ@yyss08081  ファイトーー！応援してます！@716nonizi  世界記録達成　頑張って！ 
@cage333  ガンバレ*(°̀!°́)"！！@NECOSCO1  防災グッズには必需品. @YYuki5719 頑張ってね. @as_aka10_25i  乾電池！ @IMEbyrareki2510  小さいけどパワフル/ @miya1123chia811  ガンバ
@0G2QEG6LjhTLa6u  頑張れ、エボルタ^ - ^@hiroshima55run  やればできる チャレンジこそエヴォルタ君 応援しています@shigebhou  これから寒くなるけどEVOLTAでポケラジ聞いて頑張ってます+
EVOLTA君も頑張れ+ @HD2S9HHtW1H7reF  がんばれがんばれ！@yomisos  頑張れー！！！@amatukisan  がんばれエボルタNEO@Kumo47199736  ファイっとーーー!!@mon_chang  頑張って！ 
@tttxx46  エボルタ頑張って0 @Utan_6992  エボルタ君頑張れ+ @hohoemu0408  頑張ってー！！@kame_kame23  がんばれ！！！@rabbit6moon30  エボルタの可能性にいつも驚かされます！頑張れ
1 ) @lUbQ7EszCHmp1WL  頑張って/ @asaXshin  世界最長目指してがんばって. @snow25257  応援！ @anakuro  頑張れ！ @kiiroaoaka2000  頑張れーーー@pinky_koka  がんばえー@rksan13 
FIGHT！@YKeg6w21X6GIHY1 がんばれ@EfYHKkvDVBSny7h 頑張ってください@S6MdbR7A0ygOsxr エボルタ君の挑戦に後押しされる、エボルタ君頑張って！@fukiyokoimomofu #(!>∀<!)!
♥Fight♥ @cryptoprin2  ファイトです@sathukibaree  !!(」ﾟ□ﾟ)」!!2 ＜エボルタネオー3 　@kozikiritani  加油！@punchout7153  がんばれ$ @yYmv54CoSIr1X0A きっと成功する@nigi888nigi 
がんば！@7IGSkw0Rv4DxORw ファイト！@suzumegohan83 エボルタくんマジで大好きです♪絶対にいける/ @rodias23 応援←ここにメッセージを入れてね！ @bigtaddykane がんばれ！
@1031maruO  頑張って@hcqqs000 ファイト@greenkzm  がんばれーーー！ @lemochio  頑張れー@agent_lock  頑張れ@greenyone000  エボルタがんばれー！@y_h96  頑張れ$ % & @abc543abc 
頑張って4 @rrr3mamarin  ファイト@yumeinu01  頑張って～！@cafemaman がんばれ！海を渡ったから絶対大丈夫！エボルタくんがんばれ！@maaaachaaaan007  頑張って@jiroda777 がんばれー！
@pekopeko1983  ファイトーーーー+ @Snoo_peace  コツコツ頑張って！@muinge がんばって@daidaizunzun 頑張れ！エボルタNEOくん！ @charmed_hamster  頑張れ！達成してね～
5 6 @m0_0m77712  エボルタくんがんばれ！(!! "#$ ")"@naa_coi  ファイト！ @10251121  エボルタくん小さい体でいつも凄い% @Valley_35 家族三世代で応援しています@mamalemonade1 登れ登
れ！ @sweets_t クライミング頑張って7 @asahina_haruto エボルタくん応援しています！@122Lanevo ファイトー！ @twimassa 健気でかわいい！ @dorothea_211 よいしょ！
@qGFtimsWaIeErEX  ゴールにたどり着きますように！頑張って/ @sayucha  長持ち最高@erieri1987  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 頑張ってね！ @5eastfield  省エネ社会に貢献し
て！ @yFo0p8PMv8Jmoks がんばれ！！！@hdg0824 かわいい@S1qlJA6yiCmBmsv (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%！ @MaiH1215 応援してます2 @chokusenbancyou  がんばれー«#(*́∀`*)!»@Ha8chi_u_u
がんばれ！ @R_FollowMeee  がんばー！ @azarashigeo71  がんばれ～ @azarashigeo98  かわいい体で挑戦を応援してます！@aayapeach 頑張って！@naochan0114 がんばれー！ @nichinichigoen 
頑張って@tamacyan0000  くじけずファイト！ @liluc007  頑張れ@mashimashi0  頑張ってください@kasai44  少しでも高くまで登れますように。 @19popp  頑張れ#( 'ω' )"@figaro2673  応援してるよ！
@toshipile  頑張れ!@coconuts_gw  ちっちゃくてかわいい@tktk_Korea  頑張れ～！世界記録出るといいね！- # @nekoya_shima  電池の力/ ( 見せつけてください！応援しています8 @dalia_aiai  が
んばれ～@to_popo7  ふぁいてぃん@momotabetai315  ファイト@rururu1237  応援しています @nnnujujuj  がんばってー@9ytbgv8Q8tYfFOX 全力応援@Bakunicorn  頑張れ～9 ( ( @_a_a_Sub  頑
張って！@okshin817  応援しています！ @chichizuzururu  ファイト！ @goldenengel222  頑張って！@TuZSPPpDGEfY3BA  ファイト( @mlAaqllK8j1j3WW エボルタ君(*•̀#•́*)" &&がんばれー
: @Nana36787072  / / / ！@sally_paranoia  頑張れー！@mana_8x  エボルタNEOくん、がんばれ！！ @riekichiR  頑張っ@tsumugiii3  世界記録挑戦頑張れ# @takahiron0122  ファイティン
@shchmedo 頑張ってください！@animmado がんばれ！！！！！！！！！！！！@red_ink0520 頑張って登って！！@nissy001300 頑張って下さい@mintochan1234 がんばれ！応援してます。
@tontonsan33  ファイト@mgmgmgmg33  がんばれ@kappebokujyo  がんばって～！！！！ @ume08880   やるばできる; エボルタくん@mouuq  がんばれ！！！@zaohayo  頑張って(p^-^)p！ 
@karafuru_kawaii  頑張れ< @chan_dosu  世界最長クライミング！！すごい) チャレンジ当時楽しみ= > @eka___ma_i  がんばる君が好き@41okabasan  頑張れ！@ryoyu_pan114  エボルタくんなら
できる！@daidara_kana  がんばれ！@Ogon_no_tuki  がんばれ@risu_usagi_  CMで見るといつも信じられなくてびっくりしちゃう！がんばれー！@SBRSKKN  #(!>∀<!)!♥Fight♥@loveryuyo  頑張れ！
エボルタ☆ @tsu62_29chan  のぼりきろうー @heuheuusa  のぼれー@ryomakuma  応援します！ @suibokun7  FIGHT！@bQMQWjG1ydwSoJu  がんばれー！@tomoka_life  がんばり
@I2DUMyxRE3c4sM1  登りきって！@arimoka1015  頑張ってー！！@yui19881211  頑張れー！ @aqua3_aqua  がんばれエボルタくん! @baby_march ファイト@dac5151 がんばれー！
@makikaede  根性根性ド根性+ @dac5151 やれば出来る+ @pippinogohan1 がんばれー！！@PINOKO22ATARITA いつも可愛い姿で頑張ってるね頑張って！@ogri2222 GoFight"!(⁰!⁰)"#
@c4zSa4eTJOcCawa なんとか登りきって！！@kensho_man ファイト！@tomopoo_ ふぁいと@ryuryury665 チャレンジ成功願ってます！ファイト♪@Ayumu_sky0401 頑張れ/
@RMYX4RInstGfzdH  頑張れ@kiiro0805  まだまだいける@hide204086110  がんばれエボルタくん- ) @KjazGAfOO701StT がんばれーー！@chika060102 世界最長って凄いチャレンジ！
@bigtree3939  頑張れー！@vanillaice005  頑張って！！！@mina_xx73 エボルタくん頑張れ? @shi123s  挑戦観たいです。@reachiizu  頑張って！@nchabaicha 応援します。@zucchiinaa エボルタ
NEOチャレンジ、楽しみです。@kwantwoone がんばれー！@11shippo11  頑張れ～～(o$'▽')o$*ﾟﾌﾚｰﾌﾚｰ @g8kks5  やればできる+ 頑張れ+ @iSoqWW4F180q5hP  応援してます) @ がんばれー！%
" @kogi_inu  エボルタは今までもやってきた！絶対達成出来る！！！！@payake_mosho (!"•̀ω•́)" ファイト！@nyaatan_  ファイト@ma_kin1015  最後までがんばれ！！ @copia248  きっと登り切る！
@tonraa1559 (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%. @chappy4890 ロープのぼり頑張って/ エボルタくんならできる！@inchikiuragi 頑張れーー, + @Knnnnm06 実力を、みせて下さい～応援してます2
@anankukudayo  頑張れ！ @N80819301 世界最長！頑張ってください！@meguta20  がんばれ！@naporimura  がんばれ @hyirkshwqoo がんばれ～A A A A @RIlvao  がんばれ！@hiro_suya  頑張っ
て @scottkun7 がんば@mi2451373 君ならできる！絶対できる！ @holy_cow1869 頑張って@jaf19759 またまたビックリさせて下さい！！がんばれ～！！！@kotetsunoyome 頑張れー4
@6ma_ma17  頑張って！！@Ci4FQxlA7lHN7Ii  がんばれーーーー(*́）`*)!@iceicev3viceice  きっといける！頑張ってねB ) @animelovehappy  1111m達成祈願5 ) がんばれーC @butakowww  頑
張って@yamaponn00 がんばれー！！@strawberry1_ami 世界最長目指して頑張れ～!@motoyamaimakawa 頑張って@coffee_Pudding 頑張れ！気合いいれてこ！@Dr_Morico 頑張ってー！ 
@Himari68101542  ファイト！@_nyoshi  がんばれ～@Lta3X  ネオくんー、頑張って！！！@JERRY_777_  エボルタくん頑張れ2 D ) @npyon_0520  頑張れ！ @nB81vqoKQ8ZpsBb 乾電池2本でっ
てすごい1 余裕で登りきってまだまだ余力があるところみせてください% ) 応援してますE @qQZhDL4xhIUnvAT ふぁ～いとっΣｄ（ゝω・）@answer_5296  頑張れ！！ @Kinokoosusi  君ならできる
@pokke09011 エイエイオー- @rinrinhouse0422 頑張れ, + 頑張れ, + @appaticyo 頑張れー！！@march9393 応援してるよー！@atra_aatra 頑張って！@maz8LziseD9YFi3 がんばれー
@delde6  頑張って/ @kitty_1019 エボルタきみならできる！ガンバレ！@PancakeUsagi 絶対できる！@keitamamama ファイトーーーーー！ @HENSHINtunnel 省エネ社会に貢献して！ 
@yFo0p8PMv8Jmoks  イケルイケル！やればできる子よ！！@RikuMilk  がんばです！@migeruice  頑張って@omom1333 がんば！@JcPSLcKp1v1Rcqc  ファイトー！いっぱーつ！！ @kids2106  頼む！
頑張れ！頑張ってくれ！ @yajisuzusuki  ファイト@ ; @ ！ @sayaka23  お世話になってましす！@pajejeree  がんばれ！@kaeru35845516  がんばれがんばれ！@nyan2_gao  頑張れ!@sana_kensyo 
がんばれ！！！@myu_job がんばってー！@ATANmm7638118 頑張って！ @mamisakisama いけ！そしてこい！笑@supopo_vic すごい挑戦+ がんばれ～+ % ) @appleshake1 ファイト！ 
@chatagreen  がんばれー, + @_yuzzy チャレンジ達成応援しています @kikakunikansya まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@nobuhaqua2627 1111mも登るのね、なんかスゴい。
@satc98601228  頑張れって@yIWq1MZeHzhfihP  がんばれ@520kaku3  いつも難題に挑戦してて凄い！頑張れ！ @sakua_asuka  世界一目指して頑張って! @oyome_tan4  最後まで落下に気をつけて頑
張れー！% @kyosuu5 ファイオー！@HasHas0825 エボルタなら出来る！やれる！最後まで頑張れ！@kkankichi 頑張ってね！ @00nuuun00  (*́∀｀*)尸"@beniCo684  ファイト！
@ma_tan20170620  がんばれ«#(*́ " `*)!»@nkhy26  がんばって！@lipsiz_  ガンバ!@ksk_n0  頑張って！！！途絶えるな！@Umi38umi  頑張ってね！応援してるよー！@sakuradress39  頑張って～
@shacax2  頑張って) @Gf4vnY8pTlBNYSM ガンバってね@vlxTkQdFmZ4JKQq ファイトーーー！！！@kotokotorinz  頑張ってね！@SHUKO_1  頑張れ@F6TRdssBiuMEG9f  がんばれー！
@chikin_nanban35  エボルタNEOなら、さいごまでがんばれる！@Licachann  ファイト！！ @bethesda_3  ファイト, ！ @LALALILI0101 NEO チャレンジ！ @eeefukuoyobu がんばれ！ 
@00t8kj6mTbrBCDR  ファイトいっぱ～つ！！ @daisuke797  頑張ってね& エボルタNEOD @L9LOhWj5NfEFFkj  ファイト@ponmama24114279  (*•̀#•́*)" &&がんばれエボルタNEO君@ORiRtjIIJO7931L
今年も応援しているよ！ @3wanko 応援してまっすF G @amadarasu エボルタくんなら出来る！ @mk_32_mk いけいけ！ @kakuyasukon がんばれ！ @huku2018 エボルタ君ならできる.
@smile_mokumoku  電池の威力を見せつけて！@saigon_tokyo  エボルタ君がんばれー(∩́∀`∩) @tsubuanjam  頑張れ@seri_9828  ふぁいと@etsu_kubo  頑張って！ @shiroXkuro_usa  がんばれーーー
@sea_love2  世界記録期待してますっ( ́∀`)@kuronekocat2010  かわいいーーー@sawasawa1116  がんばれ～！！@kinokoTOtarako  エボルタくんのすごさに感心@ro_zon1010  NEO君. 顔晴れ(がん
ばれ)$ % & @YsCocco 頑張って@aiko0301 FIGHT4 4 @tamagoyaki2016  頑張って? ) ? ? ? @pandakyokucho  頑張ってH @shima_roba  頑張ってー！@OQtjeXWPG3Nj1ma  がんばれエ
ボルタくん @CheeseHege  ファイト@DORA101000100  エボルタ君、今年も楽しみにしているよ！ @tantan_rbt  みんなのヒーローエボルタNEOくん！ガンバレ＼(^o^)／@WHarimakun 期待していま
すI @i8IO5fW751EUcnI エボルタNEOくんならやれる！ファイト！@Muchoitou Y(やれば)D(出来る)K(子)！ @mayupapa369 世界記録成功するのを楽しみにしてます！ @petitlapin425 のぼれー
@ryonnn6  頑張ってチョー@WwyaF41 ふぁいと@nyacacao  過酷なチャレンジだけど、最後まで頑張って！ 応援してるよ"(ò_óˇ)#@foochan3974  エボルタNEOくん頑張ってー！@takocyanhoppe  エ
ボルタくん頑張れーI @ba_by55  がんばれー% , ) ) @ukiyuki28  がんばれー！@kirakira3104ck  がんばってね！ @tenryugen  ファイト！ @HEALSIO0112  　ネオ君頑張ってね！応援してます。い
つも一生懸命な姿に感動もらってるよ? フレーフレーネオ君！@hicho42 ファイティン！@shchmedo エボルタNEOくん、ムリしない程度にガンバレ #( ''ω'' )"@atare_kenshou  fight@sahisa18  がんば
れー！@SweaterOfHappa  頑張ってー！@mari_xs  がんばれ!@eriner_erinerin  頑張って～! @Yuki_sane2016 頑張って！！@ymarupen 目指せ 1111m！頑張れ!!J 2 K K 3 ( @holy_tsukachii  
がんばれー$ % & @HgCIxpwAvPCj8Vg 頑張って登りきってください！私も仕事頑張ります！@jyoripu (*•̀#•́*)" &&がんばれー！ @milkpoohLOVE エボルタ君　頑張って　ファイト@to1529ta がんば
れーー2 @19peach666  頑張って！ @StradaLuce  がんばって! @makkie_chan  小さい体で頑張る姿L 応援してます2 @hanakoga_  エボルタNEOくん、頑張れ～5 M M @tadsoy  ファイティン
@SHOss0717  がんばって！@je6fmXqf0F6YE3D 頑張って！ @2fdd92db1e6148e  頑張れ！！@yujitaka0205  頑張ってください@N86CZmGOcUiyDfz  頑張れい！！@dorodango_3papa  ファイ
トーーー！@Z8Ype  頑張れい！@o9xksUFNB5amPMN  がんばれー@mihocho_t  がんばれ！ @wings_fanta  がんばって@tmasa01  頑張って. 頑張って. 上へN 上へN @Hibi10nohibi  NEOくん世界
記録目指して頑張って!!@bmw320df30  O O O @_nanail  頑張れ！ @kshrwj  ここに応援メッ入れてね！ @m111m0xxx  行け行け～！@naokoara2  頑張ってください@remonstrat1 がんばれー-

@karitomomo  エネぼっちファイト！@srr3t  世界最長達成しちゃえ！@B5234  世界最長がんばれ！ @satochastics2  がんばってください) @coffeecocoa1  頑
張れ～@ponobam ファイト！@acha_081031 応援してます@BbSt5wT8yX0hQcg ファイト+ @smakuru13 頑張って！@cross_hey 頑張れ！！ 

@87wwwxxx  がんばれー。 @kusipapan  世界最長１１１１mP めざして, がんばれ) エボルタ) + @Kashiy11Photo  頑張れ～$ % & @abc543abc  が
んば@KORURU18 がんばれ @ButterOrgan  がんば！@ha05132  がんばえー@NSD_MASA_GURU がんばれ！ @knso20  エボルタくん応援しています！
@122Lanevo  頑張れ！ @icegirl0805  頑張って！ @kgm_ku  エボルタ君頑張れ$ % & @tomato_ojima 世界最長) エボルタくん応援してます/
@kanade02141  気合いと根性で登れ、日本男児なら！ @IBcMIPxh45ouX4V  ファイッ@guriko_to エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 がんば
れー！！ @mi6159 がんばれ！ @kurin34 電池の力を見せてね！@Tora3usamee 頑張れ！@shinshinde123 エボルタNEOくん、頑張って！
@IanBuchan19  がんばれ！がんばれ！@ringochande  エボルタくんA ) % ) Q がんばれー！ @komomo_kko 難しそうだけど、がんばれー！
@monmon129_3  ガンガレ@BEXXYL0315  登れ！まっすぐに！！ @eaglekatsu0529  頑張れ@K239501307  # @okaken0820_tw 力の限り！ 
@AKARI_prize  エボルタ君頑張って@a80342 頑張って@wataru0064 がんばれ！！！@ume1048  頑張って@ksk_n2 ファイト@kaori_nu36  頑張れ！
@1028luna  頑張って。@ringo_tamy  ギネス目指せ@iimMuzZz9bD1f6p  がんばれ！！！@usagiyann  がんばれ@kappebokujyo  がんばれ@mai5875  いけ
るよ！気合いだ！@pxdjx_ ギネスを精一杯頑張ってください！期待してます！@mattyan126 最後まで頑張って！ @H7qc5cK67OLYBzI がんばって～！ 
@ume08880  ファイトー！@Ej5u6kYavyf3yTl ふぁいと@14nity  頑張って@hiyoko59430447 これまでのチャレンジに心動かされてきました！応援していま
す！ @kotorin_ko  頑張って！ @ribeeeru  がんばれ, +  @wjslwHfpUa587Ck  がんばれー！@yakisobataberuy  いつも応援しています！！@kazusan0416
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歴史を作れ～@lDns0wtPwyBNOjr  がんばれ!@mg08281123  がんばれぇ！ @yun377yun3  がんばれ@wakuwakudokii  エボルタ君最高頑張ってねR + @meronpanda_2230  ガンバ@kiyomin119 が
んばれれれれれれ！@GyQdw  エボルタ魂@dtoneseven17  小さくても頑張れ@pbN8kcscPhj7aRw  君ならできる世界一@teruchinnn   エネルギー　エボルタ君@mouuq  頑張れ# @charu329  エボル
タNEO最強！@oHKptK8YIYjSLkX  頑張って！ @IIwTlLtZcmp94Cs  頑張ってね！ @201511mamachan  がんばれーーーーー！！！ @ahiru_ondokei  ファイト！ @d7momo12  がんばれー
@muginoko25  頑張って@VVmi_saVV  頑張れ~！@r_u_m_p  頂上目指して進めー！応援してる！ まだまだいける！@wakuwaku_61  がんばれ！@u_u_mayu_  息子も応援してます！@mon_470  できる！
@nikonikkosumail  エボルタNEOくん頑張って！！息子たちが大好きです4 @lapan2013 ファイト！ @chatagreen がんばれー @heuheuusa かわいいのにかっこいい！@towadakodrop 頑張
れー！！！！私も頑張ります( ( ( ！@thx_kensho  頑張って！@coro_coroko  頑張れ！！ネオくん！！！@JERRY_777_  がんばれ@duffy_s_18  ファイト(!•̀ㅂ•́)""@sh1ch1henge  がんばれ
@NOCHI901  エボルタNEOくん、頑張れ！！！ @hiro_mi_desu  がんばってね@kanapppppeeee  頑張れ頑張れ力の限り@akotan_akotan  いけー！！！@358u_u  頑張って！ @pukurinco  頑張れ！
@k34a2312  ファイト@yuji36147028  頑張れ！@kabbasaaaaan  成功を信じてる！@mihouboyou  頑張って登ってねー！@jj_hat  がんばれ‼@mikitty58  がんばれー！@duck_daisy_duck  Fight 
@73_ys  がんばってね2 @ponmama24114279  頑張って！@n8o07n 世界最長を目指せ！ @monkichi7  頑張れ！@gvgw8  がんばれがんばれ！@UTNNR  頑張れ@vnmy_tatsu  がんばれー、やればで
きる+ @torottororo  がんばれーーー！@Mi20040924  期待してます！ @k_garden  がんばれー(!•̀ㅂ•́)""@gomakanakana 頑張ってエボルタくん@eYKW8RnlCFCraDa エボルタくん信じてる、頑張れ
@s3104bluesea  目指せ世界記録！ @myoga0927  がんばれ！@harumi_chirol  (^^)@kenshooo1234  かまんばれ@nyfsm479iyahoo  エボルタくんが頑張ると私も頑張れる！ @anpanbataco  がんば
れーーﾌﾚｯ*'(  ॑" ॑  )(*ﾌﾚｯ@baikinmnma_n  ファイトーー！@news_kanjani8  ガンバレ@charles_pt7  ファイト～！@oyatsu365  応援してるよ- ！ @lotta_cafe  応援します！@Emmanoa5  勇気を下さい！
@kuborico その調子でがんばってね！ @iccat10 とにかく頑張って+ 信じてるよ+ @yuji_akane0518 がんばれ@sakiron113 がんばれ@na_ta009 ヤればできる+ @sato840777 行けー
@4YxaKLAM7YuFRcS fight！ @ayumi6333 ガンバ！ @osahatu 負けるなーS ！ @hanachan70 エボルタNEOくんパワフルファイト+ @Oi27110001 エボルタ君なら出来る！頑張れ！
@gunprunning  頑張って) @m7858934286 エボルタがんばれ～ヾ(≧▽≦)ﾉ@R33gts4Kai21 エボルタくん頑張って!@ba_by55 エボルタくん頑張ってね！@Aym2w1fU2hBOsg5 世界を極めろ 
@kimus0061  ごーごーえぼるた@dpagtm がんばれ！@kiiroinowa0212  ファイティン@SHOss0717 ファイティン！@chanbeji2 頑張れ！@KOTO72595819 応援しています @MerciTanakaya エボ
ルタNEOくん頑張れ～(*>∀<*)ﾉT ！ @kawaiimairo831  チャレンジ成功を願っています！ @patyakiq  ガンバ#@suu2ai ファイト！ @Kokoro63425554 すごっっ！ @kyo12mom12  ヾ(●｀・ω・́●)ﾉ
ｶﾞﾝﾊﾞﾚ━!!@Hom1_hgdwt8  無理しないでね@u6SFpqI8tyTbrmN 頑張って!@shinshinshinsh  絶対登れる！！！ @barbarizumi  エボルタくんなら絶対到達できるよ！@aaaaeritama  頑張れ！
@kaokaokaori0109  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  ついに山も行っちゃったか…がんば@Wakamekun3  毎年のチャレンジ応援してます！がんばれー@ayumiiiin_kt  チャレンジ頑張ってね
@mrrbro 頑張れ！ @ririri_ri_2525 エボルタくん応援しています！@legacyb4_1790 ファイトっ！！@SHUKO_1 頑張って！@risu51707209 頑張って！ @shiroXkuro_usa ファイト！@monpon123 
エボルタくんならできる！(!•̀ㅂ•́)""@lucky7chachacha  がんばれー！！@kk0818kana  がんばれエボルタNEOくん！@PG_0419  頑張って！@toshipile  お気張りやすB @snusmumriken_89 がんばって
☆エボルタくん！@marumarumikan15  がんばれーーー！！@4GJ1ohYS1E8MnhK  頑張って下さい( " ¯$ ))̄  ) "@3J01a  がんばれー@morry_moon  かんばってほしい@kumi_d  がんばれ% I I
@tomatama__  世界最長頑張って♪@75tmGw21bPm ファイトファイト～加油～！ @S51Amo  がんばれー‼6 @nfmy19  がんばれっ！！！@poohjaaanon  ファイオ！ー！ @konatumika  可愛い！頑
張って！@toro0309 ガンバレ～！ @cafe_angy  みんなで応援してるよ！ファイト！@MapleSyrup217 ファイト！、@eWAWFh98wfnN98Q  頑張れー！@minon82minon  がんばれー@yamada08033 
エボルタくんならパワーあるからきぅとやり遂げる+ @koka18557995  頑張って！@arimoka1015 頑張れ@mohumohu22222  諦めたらそこで終わりです！@38DCTTYM441  エボルタくん頑張って
@yomen777  成功を祈ってます+ @wayo_chan  ﾌﾚｰ!!o(ﾟДﾟ )o≡o( ﾟДﾟ)oﾌﾚｰ!!@1115shige  がんばれー！( @nyan2_gao  がんばれ！@haguremetal999  がんばれ！ @Z5C0pJFQTC5tnrM がんばれ
@mi70958879  エボルタNEOくん！がんばれぇぇぇぇぇぇぇ！@iwa_san_king  GO@pontico16  頑張れエボルタ@zaxa55  がんばれー！！今度こそ成功) ) @AUU6zuO9cGv7GgD  頑張れー！世界最長
1111m！ @chibikuma_sweet  絶対行ける！！頑張って@Neat_NeeeeTV  がんばれがんばれ、登れー！@blackti26216568  千里の道も一歩から@2fMH9AbOX5eWclp ファイト@kappebokujyo  頑張
れーどこまでも登れ！ @o_has0805 ガンバレ、エボルタNEOくん@kazszak 頑張って！@yasuko37952458 がんばれー！！！@Hd2He 生きるんだぁぁぁぁ！@sakerukaixxxx 頑張って！ 
@erieri3369  ガンバ！ @tiba1357  頑張れ～- @chiptipchip  ファイトーU @913ttt  がんばってー！！@chika060102  がんばって～～～　　@miku_murakami 頑張れー！ @koennopanda  応援して
ますね！@jacky02111  頑張って@GhKS4lwDbQglW65  がんばれっ！！ @maririn_ta  頑張って下さい@akithuna  頑張って$ % & ここに応援メッセージを入れてね！ @15mufu  頑張って@ryonnn6 毎
年いろんなチャレンジスゴイ！ @pakachan999 がんば@nagatiboo がんばれ！ @mikemike_k ガンバ大阪@kimidor28467887 ファイト一発！NEOくん @h197512h 今日も1日頑張りましょー 
@paka2musashi  世界一だぁ! @Madoja0120  エボルタネオくん世界最長チャレンジがんばってね！@tmo1616  クレイジークライマー@flyingkiyo  ファイト！ @mido_mama  頑張れー@hcqqs000  世
界最長頑張って!← @iNagiku2003  頑張れ$ % & @atonkaidis  がんばれエボルタNEO!!@tomato9632  絶対出来る！ @kiyu05236036  きばれ！ガチでいけ！それだけや！！！！！！！@DarkKnightJpn 
頑張って～！@cafemaman がんばれーエボルタ @tm521330  頑張ってー！@Tsuna57188505 頑張ってください! @EGdfOQtRBKTq3mZ よしっ！ @kazukazukazu114  頑張れ、どんどん登れ！。
@Ikuji090 世界最長1,111mクライミング成功するよう祈ってますV @snowflakedrops_ 今年のチャレンジも成功しますように% @simahana100 イケー、がんばれー！ @aramakitartsu #(!>∀<!)!
♥Fight♥@gomakanakana 頑張って@H101Yuko #(!>∀<!)!♥Fight♥@loveryuyo 君ならできるぞ！ @hakofugu8529 がんばれー2 @__luckysan 頑張って！ @kuisinnbouvv 頑張って！
@Youthk28S ガンバ！@pbWKGTXPUQEWfiO  頑張って！@peachkittychan NEOくん応援しています！@amizouamizou 登れる！@HaGeMaX1  絶対成功する@satuma20sai  応援してます、ファイト～
@hiyokurumino  1,111m登りきれ$'($$* +!$$* +)($ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ @LQqJeR5FUwEms27  負けるな！@matatabi987  ファイト！@happy_set_scla  やっほー！@Happyxstorm  頑張って@bJDSz4IhMqJFABz  ネバギ
バ@sP7V3bAExUTEEQ3  がんばれ‼！ @Omamechanda  情熱と意気込みで登れD @1955ni1484  頑張れ@ooikeniti  エボルタで限界突破 @0isieoyaki  エボルタＮＥＯの力を見せて！@4444_William 
頑張れ～！ @pp1129 エボルタくんがんばれ～！ @demekingimi がんばれ～！！！@noripuyo0914 頑張れ@sukinairohamok 頑張れ@tamakigotou 頑張れ@koemitorasi 頑張ってくださいW
@onepiecebiber ファイト@FUMIHIDEKUN おうえんしているよ！@VOM1VVnEOcbVw9t 頑張って！！！@MREVQpQh3myi1Lv エボルタ、頑張れ！ @kaoring20698630 応援してます5
@miyuki_atsumi  頑張ってね% S 7 ！ @so_sy71  上へ! X @tv773193883  どうかご無事で。@twistednavel 息子も応援してるエボルタNEOチャレンジ！頑張れぇぇぇ！新しい記録、楽しみにしてい
ます2 @55cham  やればできる！@SuperDelpin  頑張れ、頑張れ！！！！ @hyihyihyi3 いつも応援してます。頑張ってください(^^♪@iwakuni777  がんばれ@shm085  頑張ってね@bokupunpun フレー
フレー@honor6pcvrz73p1  頑張って！@orange_mio  がんばれエボルタ！@pikapika_chacha  がんばってぇぇぇぇ！ @7Nt5gwAcmwgzn3  がんぼれ@LassieLucky  頑張って@_atrn_z  てっぺん目指し
て頑張れ！！ @fukaminminmin がんばれ！ @pandahotel_BDO がんばれ！ @Marocat_maroyan がんばれ！ @rnhCqH1DVywM3bS ガンバレ@umi1banr neo君ファイト@f5beb3b7fb8c452 頑張っ
て～Y @sakura0323  ﾌｧｲﾄ@080blackShadow  頑張れ～　@02Nsrj9wESy49rw  エボルタNE パワー全開で頑張れ@XberryxSfa4  頑張って@kachue_3da みんなからの応援メッセージをのぼって、記録
達成する姿をぜひ見てみたい+ ワクワクドキドキの体験を一緒に) 1 ＜どうか、最後まであきらめずに頑張って～～～～～っ. @erita07 頑張れ@Dxge5k5UVKfiSaC 頑張ってください！ 
@katsu31958568  頑張れ@SpiIUBULbfGFfO1  がんばってのぼってねー @heuheuusa  がんばれ！@Satolilly  ( ・∇・)ﾉｼ♪頑張って～！@You65273819  頑張る君が好き！ @karasukiboshi3  がっつ
@tarahashi_mogu  頑張れ～( ,˙º̬˙, )!$"@ameee_7  ふぁいつ@VWVWVngwr1  頑張れ～！% ) ) @3RobinRobin3  (*p'∀'q)Fight♡！ @meronpan12021  頑張って！@_nyoshi ファイト@810Gluck 
何回か挑戦してるよね　頑張って！@coffee_Pudding がんば@maxdman3 ファイト@duffy_s_18 がんぱ～@oomoriget22 頑張れZ $ @iroiro____1616 ファイト@24sa31da 応援してます！
@FjVMHUM1FGTACaQ 頑張れ @mugityoppa がんばれ@kiringo712020 がんばれ@nepia123456 頑張ってください@nana00612 がんば！@kyanmori チャレンジ応援します！
@yumeno_yume_11  電池の進化が止まらない！@originaltruffet  がんばれー！！@Shin31No  がんばれい@k0508m0508  頑張れ！ @mugityoko2  頑張れ！@WKisuke  ファイト！ @naranoabaresika 
応援してます！ @nemorin108  限界までgo！ @nobisuketorite  頑張ってください@KENKO1F 頑張れ@seri_9828  頑張れ！@sisisi0315  限界を超えてみろ！頑張れ@shinji0112 がんばれ！ちゃんと見
守ってるよ！@rkusako  がんば！！ @sarurucorin  頑張って@fukuchuan  ガンバレ@sanachi_arigato  がんばれー！！！@MYL70224421  エボルタくん、ガンバレ. @risaroses2020  頑張れ- 挑戦を
応援します！@hirochan475  頑張れー！@aya4327122  いけいけエボルタ) @WFO4dbxZ0QibufE  チャレンジ成功願ってます！ @k_garden がんばれ！ @at_tea がんばれ！@komarigao_emoji  頑張っ
て@tomotanroom  頑張れ, + ！ @tibasan2 頑張れっ！@tomomi_0424 頑張って@7123044191m 応援してます！ @kinu711 毎日ありがとう！ @MomoCrewmy ファイトです-
@neko__shirokuma  ふぁいと@sisisisin95  いけーーー@nyacyomi  トップを目指せ！ @to09013  電池の進化が止まらない！@jinjinjinnu  やればできる！@e1ywkeZMYcskqbz ファイトー@ao1336  頑
張って登ってね！@HNGD7N2zBMMmoIb  がんばれー@ROU8982  チャレンジ！ @to09012  今年も頑張ってるんですね！！応援してます- @wadacchi_day 省エネ社会に貢献して！
@yFo0p8PMv8Jmoks  頑張れー！@yukie_co  頑張ってね～) @4XPmttMGFxImNle いけ～！！！ @977bab  頑張って！！@marimaru126 一番間違いなし！ @no1026j  電池の重要性見せてね
@hideking00241  ガンバレ, @gavgavgav627  世界最長！@kumi_d  ファイト, + @akeko179  信じてる！ @johncaycej  電池の進化が止まらない！@kunibvbv  がんばれ！ @to0109j  チャレンジ成
功祈ってます#( ‘ω’ )" @cafe_angy  頑張って@Ch03Mi 応援しています。@hiki_zero  がんばれ, @mmiiiinnoo  頑張って+ @sno2p  頑張ってね！ @watayachiha  #(%Ü*)" 2 ＜ﾌｧｲﾄｰ!!!.*!@4syXu 応援
してます@pinkypink300 全力で応援します+ @ciMAzcemcqbcVcR ファイト！！@msdmntaym819  頑張れ@gorimayamai  1111！頑張れー！@tkp_of_luck  エボルタ君ファイト！@hitomi_love2  エ
ボルタくん、いつも使ってるよ！ @hwYc91LA5LQDGH1  いけ！@maokanyuiri  (! •̀ω•́)!ﾌｧｲﾄ!!@dmja2378  フレーフレー@oshimai_95  ファイト！@Charlot42333571  1,111mに挑戦、頑張れ！ 
@arakoryataihen  がんばれ！ー！@Kb6It  行け行け！@kmesugi  どこまで行けるかワクワクしてる！  @anco13316205  1,111mのロープ登り世界記録に挑戦頑張ってー！, , @napi0v 頑張って
@lucky4_mk  がんばって！ @koshifuchan  がんば+ @UFWi4yvitmHT3JQ  ファイト！！@Spoooooon32  頑張れ@xxxxcynicalxxxx  ﾌｧｲｵ#(°̀!°́)"@wantyan711  応援してます！@akinosora_fish  がんば
れ@neodebusu  日本の技術を世界に魅せつけろ！@PiyoWith 一球入魂！！喝だ！！@DancingEbimayo  頑張ってください!@choco_oxo_choco がんばれー$ % & @nanjaino  エボルタくん応援してま
す- + ！ @tvxq0126 やるぞやるぞやるぞ！@marchesta1 がんばれ@norrem61 信じているよ、だから前を向いて！@unburidesuyo 絶対目標達成！@rionarimasa 1キロ登るとかすごいな！ 
@outdoor_CN9A  フレー！フレー！頂から『エイドリアーン風のエボルタ～！！』@amonchodayo がんば@nop_upa  行け～T @9GnCYU3eGBY0Kst  頑張れ, ) @mitsuna1222  負けるなファイティ
ン！！@horustain_no4  がんば@iimMuzZz9bD1f6p  ガンバって！ @on_0270  頑張れ@himawaripasso  エボルタくん頑張れー！@sirokuma_in  頑張れ負けるな歯を食いしばれ！！@mambo_no4  成功
すると良いですね@sena0183 ファイト@aesDqVixt8tsJzU ふぁーいと@morupeko123 エボルタくん頑張って！@nekomura5656 がんばれ！@moco_moko_tan 頑張れ@chicken292929 力の限り
を出し尽くせ+ @kurimshichu がんばって@Mikan_sea 頑張って@KyloRen992011 頑張って～(p｀･ω･́q)@ririri99105259 頑張ってください@siro_in FIGHT(｡•̀#-)"@mnm_ikkk figh[ > \
@1TygHVl5klwyoMA 精一杯出し切って！@penginpenpen33 頑張って！@YhnLXq969akdPPH エボルタくん、頑張って～！@texasinusa がんばれい！@chomo0820  がんばってちょこちょこ動くの
可愛い] がんばれー！！！@mmm_214x  がんばれ～～～！@38Mego  エボルタ君ファイトー！@gakotw  A A A @imochanKN  ガンバ@rerorero_in 頑張れ！@mayu_jsb_twice  毎回応援してるよ！ 
@manasaopapa  がんばれ！ @NGBtXRjXKAGAibO  ファイト@ ; @ @skrujni  ファイトー！ @lotta_cafe  ええな！ @vcard072  がんば@greenyone000  がんばれエボルタくん！！@Inshan001  エ
ボルタNEOくん頑張って！@mizuho2010 がんばれ$ % & @pinsaku_ma7310  応援してるので頑張れ！@Aoi_mountain がんばれエボルタNEOくん！@YIMIvUEqBkpgEga 
チャレンジ頑張ってG @sora_mame_OO  がんばれー！@heyiyan2525  最後まで登りきって！@okanmesi 頑張れ@tensei_in  がんばれーー！@rinrin_taro0710  応援してま
す. @shurimama1017 ふぁいと！@tanahideto がんばれ@bs_moko ファイト@syota_in ファイト @anaka_akana 成功を期待しています！がんばれ
@TANISI14205273 最後まで諦めるな@raym092320  クライミングC @sh1ch1henge  頑張ってください/ @kokorokurushimu  応援しています！@monnhaha 世界
最長目指して頑張れ% @igemusu  めざせ1,111ｍ！ @udc908132  頑張れ@seizon_in  頑張って！ @manekineco13  ファイト/ @chilla42030201  目指せ、世界記
録！ @sai_notanimal  がんばー@chonmagelion1  がんばれ！@ichigo15x  頑張れー！@vanillaice005  見たいD @2YN8gujlyiy213J ガンバレ！
@vdzymbhmweczfvs (ﾉ≧∀)ﾉファイトォ─────!! @couinp73 応援してる！@827827827m 頑張れ～！@W4MJTFOvh3cHCnz 応援してます！！
@misamisaki222  ドンドンぐんぐん登ってね@ayazure  頑張れ！ @F8Watawata  頑張れ！@tear_rose  応援してるよ！@erinyuso  いけると信じてます(!•̀ㅂ•́)""
@lucky7chachacha 頑張れ！頑張れ！@kame_kame23 挑戦するたびに応援してます。] @take1972424 ガンバ @masayossi_1412 見守ってるからね
@BIfv0vH8ew3ysay  ふぁいと@orudon1  ファイト！！@shohei2000ks  頑張れ！ @U5UOJTqp1aJpo83 見守っています！頑張って @yuko0312  頑張れー！
@nori__1173 がんばれ @Okadakyu 気合だ！@yuki_yuki3690 がんばれ！@rrrrarrr がんばれ@xambula 頑張って！！@kaoneko5 ファイト！ 
@QEYw6eftNPtYYv4  頑張って@hahihomi  q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ! q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ! @Golden_Puu3  頑張って«#(*́ " `*)!» @i0mV9mFxyltvilL  記録を破れ！
@doroncokazu611  諦めるにはまだ早い！@HarnHirn  頑張って@iZrIe8PbA7bPMxx  がんばれー！@RoiMi61  がんばえ～～～～！！！！ @syoujikityan  いつも使っ
てるよ！今回も頑張ってくれ！エボルタくん！@yuuma61898664  ファイト！@qwert39393  落ちろ！！@xfv4jz  エボルタくん家族みんなで応援してるよ！ 
@fujipon070125  我が家もエボルタ使ってます% @sasadangoday  頑張れ！@yum1ko3  がんばれ@haru_p0n  がんばれー@SsO06y3BPMOMPsx  頑張れ！エボルタ
ネオ @Novato43124533  頑張れー！！@mor_135  がんばれ@Ue8255  うおおおお@pxdjx_
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ロープ登り がんばって！！# --(.• / # • /0)"�12ʰ34�12ʰ34$ @sarapoke1994  1km以上！スゴいです+ + がんばれー+ + @maami_neko  頑張って！@risu51707209  頑張って！ @ISQn0ttvmjKDdv0  がんばれ
@BvCOfnebxzTJMTi  ファイティン/ @Akun11Akun  ファイト@JqBmZoxJ4Tg4gZk  期待してます！ @ZeFcNREYJHxX5kh  がんばって！ @annrosey16  使って応援しています！ @tenshoj  がんばっ
て！ @fu1110j  がんばれ！@n15gijQKs32T9Kj  頑張れ～@naoki73  がんばれー！ @osamumizuai  がんば！エボルタくん！@yakisobataberuy  頑張ってください！ @iwashi_iwash  クライミングがんばっ
て！@aluaru  応援します！ @ta0102j  ファイト@Jnme9jwtsxyxhMI  みんな応援しているからね< 頑張って$ % & @0816Kanna  頑張って@greenkzm  頑張って@shizuken7788  今年も！かんばれー 
@yuebai_moonlit  エボルタがんばれ！@lxl_lxl_lxl  すごいぞ。エボルタ。@MOONLIGHT0357  がんばれ@osati77  エボルタNEOくん、電池の力を信じて頑張れ！@naominao703  前人未到のチャレンジ、
応援します！@CIMATYPE2  ファイト～(人*́∀｀)｡*ﾟ+@Melonsoda2555  頑張らんかい@kenchan50282145  可愛いけど力持ち) 頑張れ+ @yu_mio1717  ファイト@QsVMjnz95GFeUyR  頑張って！
@misopotamia65  その調子@mitsu7372  応援しています！　 @choco1412a  記録だして！ @workatworld  応援してます @flighttosky  頑張れ！エボルタくん！@yukichi_1234  がんばれ！！
@smith_tttt  頑張れ！！@USnhGSbMGOq75P4  ! 55J #( % )"<ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ!!@kumi9942  (っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!ﾌﾚｰｯ!@1115shige  頑張れエボルタ@S83808543  エボルタくん頑張ってください@ro_zon1010  ファ
イト@shoushou1951  ファイト @hidemon55  頑張れ！@PNt2lZSaAyUWIur  がんばれ@RiceYuzu  ﾟДﾟ)＜がんばれ！ @03owl  頑張ってください！ @3ma_ma_chan  NEO GO! GO!@tokeipcap  エボ
ルタくん頑張って& @ba_by55  頑張れ！！@tamano06151012  がんばれ！応援しているよ。がんばれ！応援しているよ。@rkKmAPjOSrg2mXS  頑張れ！ @MickeyorMickey  がんばれ～！@hi_o419 
急に寒くなったけどガンバ@2fMH9AbOX5eWclp  頑張れーエボルターーー♪（ｖ＾＿＾）ｖ@crgZE7y37dqzxh4  がんばれや@m_fuji_jp  ファイト！！！！ @kensyosaki  ガンバー@swordsuger  頑張
れ！ @iineEXTRA99  期待しかない！！@tetoteno_kabu  寒いけど頑張れ@kogitunejp  新記録ー！@pinkiruka7  頑張れ！@TimonGenie1  がんばれ@ankorocyanmayu  頑張って@basilisk__kids  ファイ
ト, @kotetu69807937  頑張れエボルタ君！@shadymindTK  頑張って#(°̀!°́) いけるよ @u_yu_x6  頑張れ@takasaita  頑張れ。やればできる。@torottororo  頑張れー @oyome_tan4  チャレンジがんば
れ@yoshi9818  フレー！フレー！頑張って8 わ@diamond200016  頑張れー2 @ymarupen  世界記録！！！ふぁい！！！@hinazzzz  がんばれ！@tukiusa222  頑張れー@tomo216666  がんばれ4 4
4 % @ponchanmiyu  今こそ箱根の峠を越えましょう！@PinkoStar_jp  おきばりやす@fujinofukurou  頑張れ@kietim  頑張ってください！@milky_8787  目指せ！世界最長!!@kurakura980  頑張って下
さい！@yukaA0913   気張ってやな！@Dannykenhappytn  やれば出来る！@bowzuyama  がんばれーー！登ってね！ @Umi38umi  エボルタNEOくんがんばれ～！@onchakuson  頑張ってください(^▽^)/
@mimaru292  NEOくん　が　ん　ば　っ　て！@suisenrose  とにかくがんばるのだ！@cafeshogatsu  フレーフレーエボルタ！！！@sx_run_sx  頑張って！@senru10  頑張れ+ @akt10_12  頑張れ！
@KaoMailmg  努力は報われる@qJbMLBRl4Tju2C0  記録更新@qHWlLmc8B5jq5Jt  応援しています@peko44959278  エボルタくんなら出来るよ(!•̀ㅂ•́)""@sato_4197  応援したい@kumojiro3  い
けー！！最長記録！！@paggaumediet  頑張れ！@juntiida  頑張れ！@mikikaza0806  ファイト！ @ButterOrgan  頑張ってネ！！！！@hkhkkairo  頑張ってください@mimarumam  応援しています) +
@lemonllo3  頑張って+ @natsu_nnmy  頑張れ～！ @mocha_aaan  ふぁいっ！@so__sleeply  頑張って@melody_nika2  チャレンジ応援してます^ 2 I @mochi2umochi3  頑張れー！
@Ken_Show_Jpn  がんばれー@Ranatowa10  すごい！！@t0ky0_inc  がんばれー！ @clover43azu  ファイト！ @yumeka_kamiya  頑張れ～！@_a_a_Sub  絶対できるぞファイトー！ 
@chocolatsmile55  頑張って(*^^*)@marble_marble20  魂を震わせろ！ @hana_dry  がんばれ！また新たな記録をつくってね+ @TOYOKO89  頑張って！@chokusenbancyou  応援してるよー+
@cosmery_  頑張れ&( ˙-˙ )'@ayaharuhima  がんばって@t_o_f_u1988  がんばれ！！ @kotono968   頑張ってください@Mfwsh2b80ylhdav  がんばれ～。！ @Otoku_love_0109  応援してます
(^^)@zuto73917830  最後は気合だ！ @OsamubinLaden  今度も世界記録だ！がんばれ！@itoumiho3  ファイト！ @imaruirui  がんばれー！ @kskb888  ガンバ@KenSyou_Oubo  頑張って.
@k34a2312  応援してます！ @ahitokira  頑張れ@shinshinde123  くじけず頑張れ！ @nzFoDDaEclGKSHP  ファイオー/ _ ] @88888o88888  ファイト！ @ume08880  いっけーーーー！！#(.(0*)"
@ "@Fjk003  頑張って@campregift  楽しみ！！@jackiechakie  エボルタがんばれ！ @kinotaka2012  応援@kabbasaaaaan  がんばるんだーー@mirume1129  ファイト！！ @sbtk_1711  わっしょいわっ
しょい@benjamin4645  ファイトー@kenshow20  がんばれ！！@avjFoCKe4FJHayr  エボルタNEOくん、最後まであきらめないで登ってねエボルタNEOくんが綱を離さない限り、ずっと応援してます5
@tadsoy  がんば！@ringochande  目指せ！1111m、エボルタさん！ @aki09120912  Go ! EVOLTA! @nyanco_linlin  がんばれー！@himawari_m11  君なら出来る!!!@kakemiyuto  がんばれ！ 
@23237878kincyan  がんばれ！ @waaaaanya  いけー @2K78US2ppo4beqe  頑張れ！@murakawakentetu  頑張れ！@taiyoudenchi1  がんばれ！@kiui9117  頑張ってください!! @yellow_7_green 
世界記録に向かって頑張って! @naopkun  応援してます！！ファイトー！@zero197  まけるなぁ！@rodorigespapa  がんばれ～～！！！！@haru_spring199  がんばろう@p_panda_pp  ガンバレ！
@choconochoco  どこまでも進め！@naoc_vov  ふぁいと！@flappingPuffin  エボルタくんまだまだー！頑張って！@miree_000  ファイト！！！ @Pokopoko37  目指せギネス@Pixh4zeNs0c21hT  頑張
れ！@Kotsuo0528   がんばれ@kdr5793  がんばれ！ @6kZklbx2qLjlMNM  q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@nekote7  日本が誇る最高の技術に称賛あれ@ichi28543023  コロナに打ち勝つ元気をください！ 
@erieri3369  コロナに負けない元気をください。！ @tiba1357  頑張れ！必ずできるよ- @K3SblfSngIARTcs  頑張れ～@relax_kia  がんばれー！@Viva0820  エボルタ頑張れー@v0gvaUXnv8Dkkh0  ふぁ
いと！ @poipoi46495  ファイト！ @mcamWYxtenCRd2X  チャレンジ応援してます` @greenrice9  1111m目指して頑張って- @mirubau42  ガンバ2 ('#' )"I @ma_tan20170620  頑張ってエボルタ
くん！@kaibashira1002  いけーー！ @imo0313  ファイツ@tsuribaka60  頑張れ@B_cKaRaf81  ファイト@mamecyo  エボルタくんがんばって！！' : @naa_coi  エボルタくん、最後まで、頑張れー
a @matiruda0218  エボルタくん頑張って～% I @ash_lip_82  頑張れー!@90absan  頑張ってくださいb @aikata5124  ガンバッテ@musyagan  NEOくん("°̀ﾛ°́)"ﾌｧｲﾄｫｫｫｫｫｵｵ！@Dada_717  エボルタく
んがんばれ( 応援2 @piraniapi  まだまだ行ける！@MapleSyrup217  息子がエボルタネオくん大好きで、「がんばれー」って言ってるよー!! @Mmasu133  近付いてきましたね！ @dislika  昨日買ったよ！
がんばって!@gomachan_24  よいしょ よいしょ@foooo_kyun  がんばれー！ @taraimo55  頑張れ　@haguremetal999  頑張れ！ @brook0316   チェンジ＆チャレンジ～@hareten  挑戦なくして成功な
し！がんばれ！ @zgok_msm07   登れ！エボルタくん！@kenjivv  頑張れ～！エボルタNEOくん！ @almond556  頑張れ@atsushi73777  がんばれ@19peach666  ふぁいと@yukatamacha  がんばれー
$ % & @Nekopyon2013  がんばれc @alreco20  今日もしっかり応援するよ。頑張ってね@geckos2012  なんかすごい。がんばれ！ @greatgod1900  がんばれー$ @HgCIxpwAvPCj8Vg  コンボだ！
@saveforest_with  応援してるから頑張ってね @mlqklb  頑張れエボルタ！ @nrd24321kuro  頑張れ) @Yuzugos  頑張れー！ @tsuyomina  頑張って@HqajPm  ( (!"•̀ω•́)"<ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ!!( @hachiloku86  
頑張って@nijihana410  あきらめたらそこで試合終了ですよ！ @FMTOWNS20F  がんば！ @1Taketti5  がんばれエボルタくんB # @diamondred44  頑張ってください！ @fluffy_snow1125  頑張れ$
% & @miporin314110  応援してるよ$ @anhn_sa  がんばれ@gudon  ロープ登り世界記録@satumakirara  気合いで登り切れっ+ @fumiiru  がんばれ！！！@ama_ama_hi  応援してます！頑張れー！
@sumaayu_  よいしょよいしょ@monpon123  オリンピックイヤーに世界記録目指して頑張れ！@tsu47  頑張れ！@pikapikapiipika  頑張って～@jiroda777  がんばって！エボルタくん！@yngwierising 
底力見せて( ！ @0Blllue0   世界記録に挑戦@z4XrTNF2PHXGhEC  強くて長持ち！さすがエボルタネオ！頑張れ！いつもお世話になってます< @shamokuu3  いけいけGO!GO!@38DCTTYM441  がんば
れーーー@ao_i_aji_sai  ファイト！@pandaika12  ファイト！ @mokichi1201  応援しています！ @roko1212  がんばれ！ @mokichichann  目指せ！世界記録) @UGS__327dh  頑張れ！君ならやれる！
限界を超えろー！( @kenkensyo  がんばれ！@kiki1001jp  がんばってー！ @hal22639  ファイト@papa_himawari  応援しています。@MerciTanakaya  fight @Pikoso6  落ちないようにがんばって！
@Osusume_Shoukai  応援してるよ！@bz333bz  頑張れ～@Valley_35  ふぁいと！@tanpesochi08  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  頑張って@ps4douga777  がんばって
@Sfu7slEG89ziftR  頑張れ！見るよ！@shiroanmaki  最後までがんばって！@test_testtttt  やるっきゃ騎士@snusmumriken_89  $ フレ－$ フレー) エボルタ) +  @Kashiy11Photo  もう少し！最後
までがんばって！@test_testtttt  最後まで頑張って！！@blue_moon2159  エボルタくんがんばれ/ 4 @pinkdia23  頑張れ！@mitsuru29yoshi1  ファイトだ！@cinemamono  がんばれ～～☆がんば
れ～～☆エボルタｸﾝ！！♪───Ｏ（≧∇≦）Ｏ────♪@1mxaM6EF5k5TOeB  がんばってください！@kumako56  がんばれ@abonotw  子どもたちと一緒に応援してる！)  @kanade02141  ふぁい
とー！@nori3nori3n  気合いで登れ！！@tanikodesuv  ガンバレ！エボルタNEOくん！ @jikyo50  がんばれ@xxx_artemis_xxx  うぃー@den_tomohell  がんばれエボルタくん！応援してるよ！
@ZgBlhuURetruD8p  頑張れ！ @komaikmi  頑張って( "6 7 8)6 7 ##)"6³9₃@mak0ko  エボちゃん！応援してるよ！@chan69050136  エボルタくんならできる！がんばれ( @elmokun  頑張って@craftsman_tools 
がんばれ @g098980g  vamos@CurlyDadan39  持てる力を出しきってください！@Nishikirinww  頑張れ@sgz4KYiovaagRFV  いつも私たちは応援していますよ& ] @a12674565  がんばって！
@merahayo  頑張れ!!頑張れ!!頑張れー！！ @Gleaner_KS  エボルタ頑張ってください_(._.)_！ @1117yukimaru  頑張れ！ @kisk0416  頑張れ@1_flowers  頑張ってください！@WwyaF41  エボルタNEO
頑張れ@AA9T9LtTuaFqctc  ふぁいと@SS1150aiiiiiii  頑張って！ @Hitomin0624  がんばれ@kurige22  がんばれ！@reme_612  頑張って! @Upyon4  ここに応援メッセー！ @Yuu4790  エボルタくん
がんばれ！@syouken1121  ありがとう @Yuu8562  頑張ってー！@178mikan  頑張れ！@takayoko999  ファイトーーーーーエボルダ君！ @himawarin333  頑張れ@masao9595  頑張れ、頑張れ！ 
@hyihyihyi3  がんばってね！ @55peacelove  君なら出来るよ+ @kiwamorisnoopy  がんばれ！ @elmoon  必ず成功すると思います@katori564  いけいけ～！！！@iaiosarusandayo   挑戦いいね
@A_ICE_A  成功を祈る！@MqHyBWdN5viLNOb  がんばれー@getpoint_today  とにかく頑張れ！ @tiezou2  がんばれエボルタNEOくん！@puccipoipoi  ガンバレ！@tamara_nai  がんばれ
@Firesta21532773  がんばれNEO！すすむんだNEOーーーー！！！@TajpdF  ファイト@rayneko  がんばれー@tomohiroyellow  頑張って$ % & @hokkaidonokanae  はりた @Yuu1436  子どもの玩具
の電池は君じゃなきゃダメだね！がんばれー:  @minapon123  頑張れ！@ameamefurufuru1  がんばれエボルタNEO@hide_cmp  絶対応援するぜ！@g8001030  ファイト！@yukayuka_happy  ファイ
ト@aquossense31231  がんばれー@yuuki2603  がんばって4 @sakiron113  頑張って下さい( , ̇:@mami_mu11  エボルタNEOくん、頑張って登ろう！@tatsuessai  チャレンジ応援してます！！ 
@LVNANA201806  3 D / 3 @keiji220  頑張れる！ @44_XLIV  go！ @kokomoon2323  頑張れ！ @mikebeasaya  エボルタなら出来る！！！ @kryo12010309  ファイト@kiyokonon  ファイト！
@17melonpan  fight･:*+.\(( °ω° ))/.:+@096_tuna  応援！@kyo100kyo  応援してるぞぉ！！ @kishi_511_fg  頑張って@MZC6GSoqNl5D4gn  頑張って@rinrin101077777  絶対いける
@pekopeko7777777  フレーフレーム@ryoooooooko52  がんばれ！ @kshrwj  頑張って@mooooooo7777777  頑張って@Fujiwara01  可愛いd 頑張って$ % & @PLMC410  頑張って！ 
@proudmauloa !"*\(`•ω•́)/#"ﾌﾚｰﾌﾚｰ@mahironbaby  頑張って# @cerulean_bl  頑張ってね @karish56963280  頑張って！！ @nasum0929  エボルタNEOくん( •̀B• ́)%"ﾌｧｲﾃｨﾝ!!@ORiRtjIIJO7931L
焦らずマイペースで記録目指してね。@shionhiro  NEOくんファイト～) @Mongolia0602  長い距離だね、がんばれー@raz_schiclo  NEOくん頑張れ☆@Ryusei_0506_win  ロボコン！ @sachi2567  世界
一@kozakura2019  頑張れ！@ategongon  がんばれ@penpin_gu  頑張って！！@__madonna___  頑張れー+ @HSgame0  がんばれー！ @muchiyuno  記録にチャレンジ頑張って@mikoyumikoka  ふん
ばれ！ @Bluescute1  ファイト！ @ree501te  限界まで頑張れ！@pomeranian5687  がんばれー！@haaa_0220  がんばってね！応援してます！！@4X7BXU1sTvp5d5g  期待してますI
@i8IO5fW751EUcnI  がんばれー！！@nekosogi6  頑張って@4t2bnkd6mqeNCYy  やればできる!!(ティモンディ高岸風に)@1fuzi_2taka  エボルタ君ならできる！みんなで応援してます！ 
@ZzWirZ7DpSsl5O5  ok！ @akachi2525  ファイト！ @T6559  目指せ記録更新@soliquac  頑張れ～$ % &  @JohTomo00  さらなる世界最長に向けて頑張ってください。 @rhzkwgkn  がんばれ！ 
@eVMaA4YasJ32UCw  頑張れ) 怪我しないでね@noir_re_vier  目指せ世界記録e  @howell442  がんばれー! @SweaterOfHappa  いつもご苦労様です。@konotarou45  頂上まで登ってください！ 
@Pjfbbj06GwmQaaA  頑張れ！エボルタくん！がんばれ！エボルタくん@daimonji0429m  パワーあるから大丈夫！ @DaidaOre27  頑張って@amaJWFhppgpLaee  がんばれー！ @proudmauloa  がんば
れ！@DCufLyPyPfOQLGW  fight@osanpo1030  エボルタくん、君なら出来る！最後まで頑張れ！！@hiro_mi_desu  小さいカラダで大きなミライを！！！！！！！！！！@d_kutk  いけーっ！
@m2xqIFC0CmyUMUE  ファイト！@kariyushihiropi  頑張れー！！ @akiko1122aki  がんばれ～！ @ume08880  頑張って @kiyoe_y  がんばって @dOt8g1NEOR7kfCE  ファイトッ！@jichi_nasi  ふぁ
いとー！@kanamakisawai  ファイティン@bag430  エボルタがんば@citysaru1919  出来るはずだ！@JxQPrJrO3685114  ファイト@butyouknowthere  ファイト(!•̀ㅂ•́)""@sh1ch1henge  かわいい君

がかんばるから私も！ @t_keiko1117  ファイト！！@shigege106  エボルタ、頑張れ！ @kaoring20698630  楽しみ～I @xU9B0fMQ5wCUnnn  頑張って！@nano_envi  頑
張って！ @XnAIpQMZIoTqk21  応援してます！@starringo555  エボルタくん頑張れ%  @C6Xky39D1ckBgo3  頑張れ@yomoyamao   一年中使えるのがグッドですね　エボ
ルタ君@mouuq  頑張れ！ @HEALSIO0112  期待！@mokachii  がんばれー！ @25c9b8b186a6442  絶対にできる！ 頑張れ！！@Gendon86  頑張れー;@oyome_tan4 
世界記録出るように応援してます。@mrrbro  頑張って@vHqJNPNbTGD2UbD 頑張れ!@lovedor  いけ@nanomamsan  頑張って@13bfJrRsvDpqtU6 
FIGHT@vHFQhkPEhlu1Reg  ファイト！@tourin11  頑張ってねー！@duck_daisy_duck  月まで登ってゆけ@Akun11Akun  がんばれ@pixel_neeko  頑張って！ 
@tttxx46  すごい長さだ、怪我せず乗り切ってね！@__uikee   フレーフレー！@kayah12009076  がんばれれれれれへへれ！！！@GyQdw  がんばれヽ(=́▽`=)ﾉ
@mifadayo  がんばって！@mirume1129  NEOくんがんばってー！@iroha_s514  がんばれ～！ @RV0Dqs1Tjz1PTiN  ( o≧д≦)oﾌｧｲﾄｰ!!@romeorebirth  1111m～！！
がんばれ！@kppfu  1111m!!がんばれーー@rrpk1475  まだまだいける！頑張れ(p`･ω･́q)@Rusk_snowdrop  がんばれエボルタ！ @i5mmQXIgOioNMpK  動くだけ
でもすごいのに、頑張ってほしい? ！！@taroro1128  頑張ってエボルタNEO。@ksks1978  エボルタNEOくん、頑張って! @na_chan_d  エボルタNEO頑張って！
@hitomi_love2  頑張れ@TAIRI201710  ) がんば/ ) @boowymemory1224  NEVER GIVE UP# @so_nya121  やれば出来る！@12wtpmjgda34  ファイト
@shchmedo  頑張ってね@atuun_atuun_  ファイト@Yp7Cg5eU8Y6vpI3  頑張ってくださーい！@rapu_09na  頑張って！応援してます！ @BRUYANT_  頑張って4
@arieru2310  頑張れ！@d_crusher  頑張って@r28222678  がんばれエボルタNEOくん！@Ponponpoco1  がんばねっ@WwyaF41  家電におもちゃに大活躍のエボ

ルタくん) 以前、海を泳ぐ姿にきゅんとしましたが、今回はクライミングに挑戦されるのですね！1 応援しています♥ @DuNlWVkPSdj2iXd  頑張って
@n__a_ka_zu  がんばって～～～！ @akitama1  小さい体に無限の可能性 頑張れ @Keiko1117merry  がんば！@wings_fanta  レッツゴー！エボルタNEOくん

@stream954  NEO君なら絶対出来る9 新記録目指してがんばれ～B @Yuki_sane2016  頑張れ！ @marimama21  エボエボ！ @0isieoyaki  応援してます
% @getpoimo  ファイト@bbl36
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エボルタくんファイティンふぁいてぃんファイティンふぁいてぃんファイティン！！！！！！！！！！！！！！！@xoxo1_ri  がんばれ～@yoyo26287406  ファイトーー@0adgjmptw0adgjm  がんば
@98ww98   電池長持ち!@kenchan27571051  がんばれ！@chikin_nanban35  頑張れエボルタくん/ ) @kanade02141 頑張って！！！応援してる！@bosphore_du ファイト～% %
@bHoEb9Th7o0psQh  やればできる+ 頑張って! @iSoqWW4F180q5hP  頑張れ @tdETnNBNvgiMqx1 頑張れー！応援してるよ#( 'ω' )"@nyanyanyan22222  がんばれ！@minxmin0702  記録を狙っ
て頑張って。@poti924  頑張ってエボルタくん@tetoteni  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  頑張って！ @mikako20200729  頑張るんやで@Niseyasunospoon  GoY @masumi20658388 
フレーフレー@shunsoftEnglish  がんばれー@miomio_0129  がんがれ～@666hellchild  俺は限界だ代わりにがんばれ@1EXRp3esBpjzlMn  (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%！ @sakura1221_19  がんばれ
@gayatan726810  ファイっ！ @Lock_Choco  できる！@sayonarayes  世界最長1.111mクライミングチャレンジ！成功を願ってます^^b@X54EKoEabSt35ow  頑張ってね！！@mariri09270  頑張れ
る！ @44_XLIV  ガンバレ。@t73Ea3ZUqoB6sOa  あきらめるなー@mizlucky7777  NEOくん頑張って。@shagiwara0310  頑張って@176natsumi  記録達成応援してます！ @yomatake  君なら、できる。
ぐんぐん登って行ってね。ファイト！@ikazuchi361  がんばってくださーい@harunohanayo  頑張れ！@ramenmaru_desu  がんばる@_oyasumi_mi  がんばれ@kei535816752  頑張れよ！
@mvUxxb96sFfHQK3  エボルタNEOくん頑張って@jonahjpn  頑張れ！@dz_c6k  頑張れエボルタNEO@inspirenyanko  がんばってくださーい！ @d7momo12  頑張って！@5d_juri  エボルタ頑張って！
@arimoka1015  負けるな！エボルタ、ココにあり！！ @AQUARIUS_EARTH  世界最長、エボルタくんなら、できるよ！ @nB81vqoKQ8ZpsBb  世界トップを勝ち取れ@sugi703  世界記録達成できますよ
うに！ @keikodayo  がんばれクライミングチャレンジ+ @maaaachaaaan007  ふぁいとー(゜▽゜*)ﾉｼ@kenshokari  1111mめざしてがんばれー！@n_sokari その調子！@Rn8hWg2fk5DVEjD  ガンバ
レー！@da_da0000  たった二本でもがんばってください。！ @masaminoppo  がんばれ、やればできる@torottororo  世界最長がんばって@9march9  いくぞー@04primula  頑張れ！@kimuraya313  わっ
しょーい@timati02 頑張って$ @A44504272  エボルタくん、(!•̀o•́!)! FIGHT☆%%  @heavenly2266  頑張って～エボルタネオくん? I チャレンジすごいL @ypcjk265  がんばれ@radaichisa  エボルタく
んがんばれ♡@hapinatu4168  頑張れ@kgm_ku  ガンバレ@nyanko51843563 GO FOR IT!@Takkino10 頑張れ！！@abmym1  お～！まだ頑張ってたか～！結果が気になるとか言いながら忘れとったわ
ゴメン。引き続き頑張って～ね。@juntsubuyakanai  ファイト★@otsukisama__o  エボルタNEO (*^ーﾟ)b ｸﾞｯｼﾞｮﾌﾞ!! @reiwaponkotsu  応援してます$ ^ J @okabayashi151  がんばー@mx707xm が
んばれー$ % & @takatsu22 世界記録樹立できますように～b @moco52547542 ファイト@JqBmZoxJ4Tg4gZk がんばれー！！！@_onamiko_ がんばれ@nnUlMP0CW9Cr47y 頑張れ！ 
@hapiee_ron175  がんばれー@kirachan_0620  エッホ！エッホ！上だけを見てがんばれ！@fuku0329soft  凄い！f めっちゃ可愛い～！頑張れ！！ @kot0k0to  頑張って@KlomSenku 世界記録挑戦頑
張ってくださいg ♥@tomato_ooo_ooo ファイト！@x1dreams100 ひそかにおうえんしま～す@reiko080656 がんばれ！@kkkueeed 1111m！すごい♡♡@pomupomupomu__ 頑張れー！！
@shin5kita  頑張れ@NKHSHCE  NEOくん、男の意地をみせてやれ！@AyAumO4qO55ApkC  (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%！ @MaiH1215  エボルタNEO君 頑張って/ ) @maruco_maru2  ちっさいけど凄い持久
力！ガンバ、ロボット選手！@yakuutakai エボルタすごいぜ！e # @urade 根気強くがんばって！ @kniti12 応援＆応募させていただきます< @kurou_santa よいしょ！よいしょ！がんばれ～！！ 
@ti_ha_de  世界記録応援してます～！@tamagooo_piyo2 がんばれ+ @ESTIMAIZUMI1111  ガンバレ！@korin8511 おめでとう) @DxrozmmQx  がんばれー！@asamin1108  頑張れファイト$ % &
4 - @keqpZVGrcPnB6P8  エボルタ電池は長持ち！@mon_470  道は長い@tabeo20201130  頑張って！応援しています！@nekomura5656  がんばれー！ @sy40702888  頑張れ! @cyberthunderr 
どんどん上へあーがれ@meinyanboohbooh 頑張れ$ % & @sinkainimoguru 末長く応援してます@yuming2029 がんばれぇぇぇぇh @nyan2_gao ファイト@Jnme9jwtsxyxhMI 頑張れ
@vpj0iD2xRuo1Pvg がんばれーー！！！@ponpon_chi28 頑張って@723__ エボルタくん頑張ってください& @ba_by55 頑張れ@QsVMjnz95GFeUyR 頑張れ！！@USnhGSbMGOq75P4 頑張
れー！ @jraturfy  頑張って！@omiryu1113 ファイト@shoushou1951  ファイト@PNt2lZSaAyUWIur  がんばれー@kei666j  頑張れ！@tamano06151012  ふぁいと！ @takeo_takeo_55  世界一+ 5
5 5 5 5 @tunetan1110  いいぞ@hrokawari2  頑張って@AtsushiDunk がんばって！ @miisuke36  がんばれエボルタNEOくん ！ @iloveyou1984022  がんばれc ！ @R_FollowMeee  頑張って！
@onlyekotori  頑張ってください！@hina72148777  頑張って@marutyanotu  がんばれーM M @_uxnxi619  がんばれ！がんばれ！@karudinata  がんばれ！！@nanase_muku  がんばれ！！@bkworker 
ふぁいてぃん@tomo00625120  応援しています@marry20100410 ファイトー！@178mikan  ファイト！@sunsunsunfre  頑張ってね！ @kk3110  まだまだ、ファイト！@87w7byARtbjm5pK  以前、
テレビCMで海外チャレンジを拝見して、とても衝撃を受けましたっ+ i S ) 今回も大成功すること間違いなしですG j 生中継当日に画面の向こうで日本の底力ミラクルが起きますことを祈っています5
L @EfjpA7r80FJ2b5R 登りきる姿でみんなに感動を与えてください4 @wktkdi  がんばれ@omurin127  世界最長！頑張ってください% @harurun_2525jp  がんばれ！@onaka_suita988  やればでき
る！@warabilove1031  世界記録、達成できますように) NEOくん頑張れ～% 2 @TanabutaDreamer 頑張ってー！@Clairvoyant5211  頑張って@nobuhaqua2627 ファイト～いっぱぁぁつぅぅ‼＼＼
\(!•̀#•́)!//／／@newfacecome 燃え尽きて灰になれ@imctk2  ふぁいとー！@14nity  頑張って@8S7EeRDE3hhUGme 成功を祈ってます。がんばれ@mizu72400724721  あなたの頑張りが子どもたちを
育ててくれる！がんばれ～@haruto_aki がんばれー！すごいすごい！@kagomeyasai0142 まもなく８合目か！一歩、一歩、しっかり歩め！@DH1BAK0ftdeMZNW ファイトだ% @aaa_yan_ 頑張れ
@K239501307  応援しています！@com0826 がんばれー！@yurika4n5  凄いぞ。頑張れ。@pbg4400 ファイト！！オー！@sasaminohonnki  エボルタNEOくんなら出来る！@mmmailad2  いけいけ
) ) @yumia1225 頑張って！@uDqQFHJCMM46KMf がんばれ！@mct92335724 新しい世界へのチャレンジ！エボルタくんならできる！！そこから見える世界はきっと未来につながってる！
@kiwi_power_  がんばれー！@yuuka36072672  (*́∀｀*)尸"q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@6dFg8Lqv6WqWe50  頑張れ+ @yoshimi03303  記録を期待しています+ @E7Tp597 頑張れー！！@chhsaa  まだまだ行
ける！@rungorogoro がんばれーー！@14Ysua エボルタしか勝たん！@kmt_hi がんばれ@kureboya1212 頑張って～エボルタNEOくん) @romeorebirth エボルタNEOくん!!頑張れー/ ( (
@pure1271  がんばれ@sakiron113  応援してるよ+ G @mizutamania7716  ガッツだぜ@PinkoStar_jp  頑張れ！@_nyoshi  がんばれ！！！@rionigiriman  ガンバレ！キミナラデキル！@post_8799  ガ
ンバレ@naokaza1025 世界最長頑張れ@marutyuu0604 頑張れエボルタNEOくん！@pittenno かんばれー` @maxx39691796 がんばれーーーー@C9CjTqIkNJ3impQ 成功の結果を待ってます
@ad3pkg 応援してます！！！　@cyberthunderr 応援しています！@nnnujujuj 頑張れ！！@zun_egg5630 今回も頑張れー@WvHQGUzHaRaN7FX いける、いけるよe @barbarizumi ガンバ
@ksk_n2  生放送見ます！いつも色々挑戦するエボルタ君ファイトー！！@DVXjQFPb4CrrjfO  いけー！！@resa_tomichan  電池がんばれ@kobuta8  p(^_^)q@rinriee  世界記録目指して頑張れーーB G
@ni_co_ni_coegao  頑張れ！エボルタNEOくん@55qocJRzXWHTUfh  ファイトー！@akane038s  がんばれ！@nB81vqoKQ8ZpsBb ふぁいてぃん@momotabetai315  ファイトにゃ！@jack17771 
ファイト@rururu1237  ガンバ！@Taka_q1  上！@debifjn  エボくんがんば！@bHoEb9Th7o0psQh  世界記録!応援しています(っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!!ﾌﾚｰｯ!!頑張ってくださいB ♥@lLpyvRhFDGVw3l1  今年も
頑張れ！@shimizuyass 期待しています頑張ってください。@amigoakira 世界を目指せ！@nzFoDDaEclGKSHP がんばれ@erierinago ふぁいとおぉおぉぉぉ！！！！！！！！！！！
@ciMAzcemcqbcVcR がんばれがんばれ@honehonemilk  いけ@rumichanmomo  がんばれ@werisato  がんばれぇぇぇ！！！@kurimshichu  応援しています@girlertest がんばれ～@pekorinnsensei 
そこだ！@sen2ao  (*•̀#•́*)" &&がんばれー！@milkpoohLOVE  がんばって@motosatodesu  がんばれー！@chobihige555  頑張れ！@studio_bibily  登れ！@vineko44  がんばれー！@420Miotaso  いつも応
援してるよ、頑張って！@15mufu  応援しています！@GJJcdzopcD9bhNu  頑張って^ - ^@ginmama2  頑張って@babo6247791  がんばれー@erk_abex1219  頑張れエボルタ！@OHgWrtLWKCubMQP 
がんばれ/ @AOqDKsBJHTLJpvm  頑張って！@kerinrinrin ファイトーーーーー！@pxdjx_  エボルタくん、頑張れ! @potasala0818  がんばれー！@alalalbi21  目指せ1111km！！！応援してます！！！
@_UVB_76_  頑張れ！@yu_yu_jojo  応援してるよがんばってー！@tsuruhime_09 しっかり～k @achapoochan  エボルタ！！@bule_ami  がんばれ！@popo_ame01  ファイティン@koharu_x_hiyori 
頑張ってください, 応援してますZ @Sol3Ly28 ファイト！@pooh_ys p(^-^)q@Snoopy121917178 元気！@megmag771 ファイト！@RossoP19 頑張ってl @satohappy15 頑張れ
@naccannakachome  頑張って！@nekokoneko1210 登りきろう@hahihomi  がんばれ！@marina38057029  # @okaken0820_tw  エボルタがんばれー！@bess1208bess  頑張って！@heavenaizi 
電池の凄さ見せて～！@saigon_tokyo 引き続き応援してます♪@yukinnko333 がんばれーーー; # # @poipoi_honey  登ってね！@chiyo250 いけー！@mi14003566  1111mめざしてがんばれ！！
@marom_trialid がんばれ@hinatanohiromi エボルタくんがんばれ！@miiiii67821388 go@twpwin ガンバレ！エボルタくん!!@hicapukuma おりゃーーー！@414_pon がんばれエボルタくん！
@naka___chan  頑張って/ @supopo_vic  エボルタ世界一目指せ。応援してます。@REDS_Tigers_aka がんばれ！@red_fish555  チェストいけ+ @ayanareinapapa  頑張れ@hidebu_desu  いけ！
@grizzly_toshi  がんばれーー！@monemanene  ガンバ！@manbow777  (! •̀ω•́)!ﾌｧｲﾄ!!@baikinmnma_n  まだまだいけるぞエボルタNEOくん！@maskman35091556  がんばれ！@hirokids1209  世界
記録目指してがんばれ+ + 応援しています- m @mocaron777 がんばれっ@04Gahahag 頑張って@Fromthefuture24 かわいい@01uSC3lqDuATBZl がんば！@yurika07641819 頑張れ, +
@kirichan_naomi  ファイト@shchmedo  登りきってね！@nanamaru6 がんばれ！エボルタ！！@marumaruiviivi  ファイト！@chiharu2tree  エボルタくん応援しています！@122Lanevo 頑張れー！
@nonbirihipuchan  頑張ってね！@turnchild1223  ガンバ！@310ox  ガンバレ‼@eZr6vlpg8dtzByG  またまた頑張って) ！@nekooyaji40113  頑張って、応援してる！@scascascanko エボルタ君応援
しています！@legacyb4_1790  エボルタくんいけいけ～～e e e @mie19renren  クライミングがんばれー^_^@yasu3807  残り少なくなってからが頑張り！@Erisa_1121 がんばれ！@OORer_qy  全力
でお願い！@178mikan  応援!@kensho1171  応援します@support_egg  元気があれば何でもできる！@TheRock02365068  健気な姿に胸打たれがち@masami344  頑張れー！@itasori81694  (! •̀ω•́)!
ﾌｧｲﾄ!!！@yuyunneko  応援します！！@sabasan333  けっぱれ@Y2OJp3ovmhf61QB  期待してますっ！@Killingbytes0  がんばれ！@kuruchi12  頑張れ！@rockrockxyz  チャレンジ成功頑張って～,
; , @barabb9  応援してます！@pons5812  がんばれ！@2014ioioio  いけいけーー！@imocoimo  頑張って@umasukig14012  期待してるね！@jackiechakie  電池2本で1111m+ + 頑張って～/ (
@PaKa928  頑張れ～!@yu_ryu_0803  頑張れ～!!!エボルタくんかっこいい) @endo11694  がんばれ！@hasuhasunyanko  頑張って←@from323131 応援してるよ～4 @NewL3tl2EIVcuT3 がんば
れー(  ･#･ )%$@maruneko922  頑張れ！！@ano35520398  がんばれ@tomoriinko  ファイト！　@lunaponchan  頑張って！@jinseidawasa 頑張って4 @hanakoga_  できるかな@yakkoyana  頑張れ
, + @abc543abc  がんばれ！@hir__318  応援！@ponsmiso  がんばれｰ!!!(*́-`)(*́-`)(*́-`)//★@daaaaako3  がんばれーーーーいけるキミなら@pinkjannepink がんばれ頑張れ) @mame117mame  頑
張れ！@kingkiyo0920  ファイト, @p_panda_pp 頑張ってね♪@UNIKA1203 ヨイショヨイショその調子～がんばれーJ @ray96938685 頑張れ～@soratoko0218 エボルタファイト！
@rala16430538  登ろうぜ！@vineko44  ガンバレ～！@mLXc6EHYqduoMqw  がんばれ～@ChocolatecChi5  省エネ社会に貢献して！@yFo0p8PMv8Jmoks が～んば(*́Д｀)@takemacha0922  頑張っ
て/ @kadata1  がんガンいこうぜ@WwyaF41 頑張って@kamekuru2 頑張って@ino_ino5443 頑張ってーー@kame_kuru1  頑張って！@kame_kuru #エボルタ最強#コツコツ頑張る@ki20400585  頑
張って@kamekoess がんばって+ @vpItTD3EAbNj1xA  応募してるよB @Jzq6jKQKPMtbOA2 頑張って！@ahitokira 頑張って下さいね。！@hamakawa0731 技術力だ@tomurasakey  君ならでき
る+ いや、やるんだ+ + @KuMefn  頑張って@iNagiku2003 がんばれ！@810Gluck  がんばれ(*́ω｀*)！@kitty2224  エボルタくんチャレンジ頑張れ/ @TOMOMI78431805  カッコいいぜ、エボルタ
くん！@ieneko_22  可愛い4 @tonchan50  ファイト～！！！@Envoy_ss  がんばってください！！@Otetsu0518  頑張ってください！@Otetsu0518  頑張って～！@197695K クライミングチャレンジ
頑張って！応援しています！！@ran1rara2  成功祈ってます！@cocomimiyu がんばれー！@hawkscookie  負けないで！@kenshougannbaru キミの雄姿が見たい！！@zerohanraider  ふぁいととと
と！！！@kokochan_abc  頑張って@BBMsZzlb733nvrj  頑張れ$ % & @banban19670728  応援してるよ！頑張れ～！！　@abcdefg09241504 やればできる@yu_ki__no_ue  やっちゃえエボルタ！
@AcyKktBfVV4r1MM  頑張れ！！@j_____s_0214  頑張れー！@nonbirihipuchan  頑張れ！エボルタNEOくん！@gaoubox  応援しています@remonstrat1 頑張ってね～♪@nyanko358suki8 テッペン
目指して頑張れ！！@otakara_3939 応援(*･#･*)"！@qoo369Y_T NEOくんがんばれ！！！！@waniwanis 根性をみせろ@kz4_riko 頑張って. @kanikani198719  頑張れー
@azukipanda_1026  がんばえー！@meru_muuuu 頑張って！@Asantomousimasu ガンバ！って@2g0AAPZt5ODzmw1  へいへいへい！@tomomakoto_ash  頑張ってる
@upbxNF2b6IJrb6c  がんばれNEOくん！@neko_racing  エボルタくん頑張って@sumizumi555  頑張ってください！@nori1521  がんばれEVOLTA@yasuo_urak  頑張っ
てね！@west3254 密かに応援しています。@kazuroom がんばって！@3wanko ファイトー！@82pleasure がんば@pppp_pooooopo ゴールは近いぞ
@ykF9L5LPBSJJrsm  ファイトだ！負けるな！@mambo_no4  (" •̀ω•́)" &'(ʰ"##@your1709  エボルタNEOの底力を見せつけろ@y5ZbnqusjqGKDhP  頑張って
@kanakana1898  がんばって～@PaKa928  エイエイオー#(.(0*)"@sh1ch1henge  頑張れエボルタ+ ！@FbTsubu エボルタNEOならできる！ファイト！
@sunsunsunfre  しっかり応援してるよ@H101Yuko  がんばってください!@hukuwoka  ファイト～% @rirumm  私も一緒に応援する！@bHoEb9Th7o0psQh  ファ
イトーーーー/ / / / @RwtRneHZCPKPG50 頑張って@1962take1103 頑張って！@yuholicster がんばれぃ！！！！@Kozahana1118 頑張って！
@TanakaM65039079 頑張れ！エボルタくん！！@komame1515  いつもDVDで応援しています★@YomoyaU  エボルタくん1111m頑張れー@melomelomelon30 
頑張って@nessy5775  がんばれ！！/ % @sorawo10242  頑張って@PSKx4npSzZTwpYp 頑張って@abcdefg_4329 頑張って！！！@napnollem 今年も頑張
れ！@shi77789te  いつもエボルタくんのチャレンジ、楽しみにしています！頑張って！@Foreheadfree  応援しています！@chichizuzururu 頑張って@kab100jp 頑
張って！@TAhagon  頑張ってエボルタ君！@GmTsubu  頑張って@mimizucl  がんばれ@YY25752360  応援しています+ @uDqQFHJCMM46KMf 気合いや！
@manekineco13  頑張って！@yuka_smile27 頑張ってください！@loudness_killer  負けるな！@250RQnd3IIWGKL2 長時間のクライミングチャレンジにもへこた
れないエボルタNEOで、頑張れ！@kuroifunefune  応援しています@chizukokokoko  エボルタくん頑張れ/ n ? @maruhiro エボルタNEO驚異的
@C0rH8jVKSs4GjIV  頑張ってH @shima_roba  がんばれ@mikataka0806  がんばれエボルター！！昨日の自分を超えろー！！！@hokuro_ooiko  頑張って下さい！応援
しています！@kira2kira20  応援しています@nnnujujuj  がんばれ★@lito_0526  頑張れ@mashimashi0  がんばれ！！！！@ranranranko2
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大きなパワーで頑張って. @sno2p  負けるなー！！！！@Abs88244726  最後まで諦めないで達成して～@gmenkuma  最後まで頑張れ！諦めるなぁ～@gmen4119  エボルタNEOくん頑張って！
@1iPhVBldFQSTdrJ  登れ登れ～！！！！！@mirrumirumu  応援してるよー！@ricohide  ふぁいと@greeeee92539216  頑張ろうね！@adgj3756  がんばれ！@BottingBot  がんばってね！
@cleverloafer  のぼれぇーーーー！！@maitantan4  頑張ってね！@Bambi21434  頑張って@nori05243  ファイト@kwmr195  エボルタNeoがんばれ@casa5963  がんばれー！応援してます-
@popon0816  絶対できる！がんばれ！@poipoypay  ファイトー！@52kanata96  がんばれれーーーー@4ca_y  がんばれ！@masan10079356  がんばって@4qZ6cAfOunJcKEf  頑張れー！@No5Li  頑
張ってね！@sarami96031131  ここに応を入れてね！@t_m_koo  がんばれー@2LXi4wKxe8vcg1x  頑張れ！@EY8Bwm9mH1TpCTp  NEO君応援してます? I @BOSSyuuyuu3333  いけー！
@sousuke0901  がんばれー！@xwcxcc  がんば@mikirikukakeru  頑張れ～@2DHFppaTycl0QHy  頑張ってー+ @M6lT5oY2vH5e  頑張れ@mink5054  応援してまーす！！@mayuno1981  頑張れ！
@senanyan0608  頑張れ！応援します@ojagajagaimoooo  fight！@arashians5150  頑張って@mikan3723  頑張って@rinran1021  頑張れー) @komaticco  頑張れ( @wp3HjgX0Qe3zYDy  ファイト
@ShizuVip3  頑張れ@kikennaonago  ファイト@ShizuVip2  がんば！@rinrin238  応援してますねー！@xvdo71  ファイト@ShizuVip1  がんばれ！@smileofpiece  頑張れ@cpfmod4CAJ9QUC2  ファイ
トー！@batrobotcat  ファイト@popo_b_1252  おうえんしてるよ！@daiki557188  がんば！@madprize  ファイト@shiivipj17  がんばれー！@kasz1115  ふぁいと@manammyxx  ファイト
@nekokaburi69  ファイトー@kyumachan  がんばれ$ % & @Bmv6cPyFVdXbXAH  頑張ってくださいG j @EfjpA7r80FJ2b5R  まだ登れる！@MY0928a  がんばれ！@3y0TYpZYN8IfYZc  エボくん
頑張って@3_mio_8  頑張れエボルタNEOo 世界最長めざして！！@aki_2138  エボルタくん頑張って/ @mon_chi_lv_chi  君ならできる！@aquariosaki  チャレンジ続いてたんですね！頑張れー！
@kumiitomo  ファイト！@mitsuosha  頑張って@AuFrp  ふぁいと！@ranran2125  がんば@guruguru2125  応援してます！@imuret  がんばれー！@ilovedona0821  頑張って！@rionrion30  頑張って
@organ_bar  ファイト@ilovedonald0609  がんばれー@310Gangsta  頑張れ！@ah103103  がんばれ@kuririn_taiao  がんば！@pippi_sonmi  まけるなーーー！！！@sonmiiiii  頑張れ～！@pp1129  ガ
ンバレ!!!@anegonn  がんばれ@kumako1234567dx  世界最長にチャレンジがんばれーp (  ･#･ )%$@tvxq0126  わっしょい！@MarineBlueCandy  がんばれ@sogirlto11  頑張れ頑張れ！@pulupuluf10 
エボルタNEOくんガンバれ～+ 2 @starryskydark  がんばれ！@kiyoppap  頑張って+ @3Star_Rainbow  くれぐれも落下しないように@konotarou45  fight@aya0804marimo  頑張れ！
@wanp_k4_kids  息子も応援してるで！@once_hinoka  ガンバ- @anzunoatama  がんばれー！@maaaaai8  頑張れ！@CCKuYGTLxuw6h7V  頑張ってね‼@Rco12790991  フレー！フレー！
@ea91180  頑張って@VrhYAG5SmMj86S4  頑張れ@gb9xHA8YDAlbfOg  がんばれ！！@OmuOmusanO  フレーフレー！エボルタ) @greeeee92539216  世界一小さなオリンピック！@hatiko  それい
け@resa_tomichan  頑張れ頑張れ！@tokyo_ss  エボルタくん頑張って～！@wmQRam9MT40mRky  がんばれ/ @31Baikin  がんばれー！@akanas0314  ガンバ！！@YTA09261205  諦めるな
@raym092320  頑張って～～～～@juntsubuyakanai  がんばれ！@nina27moo  出来る！君は出来る子だ！！@2one_song  応援してます. @naochan0114  エボルタのパワー最強説！魅せちゃえ)
@sakura2020saku  エボルタNeo君あんたはえらい！頑張って頑張ってNeoくん～～～。@A5ZjSqbb1Tmq1Ne  頑張れエボルタNEO@exanyanko  ガンバレ*(°̀!°́)"@macca96450932  まだまだいける
@Mda1yC1  ガンバレ！@kazszak  頑張ってー♡@sainrt6  エボルタガンバレL @RARA71125346  頑張って@iNagiku2003  がんばれー@yuzumama473  頑張って@Qac7W5lJFvUh2Qs  頑張って！
@pinipinipinika  登れ！到達するその先へ！@SfojvbnCG0vUlkf  頑張って！@Jbkbgmld2wipA4F  頑張って！@nina27moo  いけるよ！！がんばれ！！@n_sokari  goooooooooooooooo@mimi37161 
頑張って/ @nyankonakuma  頑張れ成功！@GAwSIDUbjiviAib  頑張って@q8HRYjB3Na4s8XC  頑張って頑張って！@arimoka1015  コツコツ頑張って。@kunkun60  いけー. @sei__12  がんばれ！
@uchhy21411  がんばれ@ha_nomon  エボルタがんばれー！！@14anchaaan  えぼるたくん頑張って！@48heaven  がんばれ@sefuremattemasu  頑張れね！@sarara85616594  がんばれ
@wakuwakudokii  WORLD RECORD！@i_gold358  頑張って$ % & ！@XnAIpQMZIoTqk21  エボルタくんファイトq 4 @NDY0515  チャレンジ成功しますように！応援しています！！@ka714yu  頑
張れエボルタくん！@alfie_160  頑張って！応援してます！@ma3336063580  頑張って@BBMsZzlb733nvrj  がんばれ- _ @tomatama__  頑張れ！‹‹\(*'ω'* )/›› ‹‹\( *'ω'*)/››@b9SwPLDIthaGyvs  (! •̀ω•́)
!ﾌｧｲﾄ!!@sala08  ファイト！@1l4o1v4e  頑張れ@is300hf  頑張って！@06Pchan14  がんばれー！@yumato28215  頑張って@810Gluck  頑張れ！@beehawkfan  エボルタくん頑張れ2 % I
@npyon_0520  応援しています@chizukokokoko  ファイト@Fyk11fa4ehff4vG  いつもどおり、しっかりね@oomoriget22  応援しています@nnnujujuj  世界最長を目指してがんばれ+ @Lee49737863 
応援する@Hirame_Magochi  fight@hanano__keiji  いけーーー@kotokotorinz  継続はチカラ@LMTSAsB1qvSc6fn  ファイトO ) @nagori39  えっさ、ほいさ@foooo_kyun  GOGOGOGOGO2
@gera_masso  休まず行こうよ@r5qvf1mHMnhEoqD  がんばってね！@d7momo12  フレーフレー！@NG_uver  応援しています@chichizuzururu  がんばれー@mamama47952187  頑張れ！
@kirakirahikaruu  頑張って！@shiroXkuro_usa  ファイティン！エボルタくん4 @na_chan_kensyou  がんばれ@nnnmmm0518m  がんばれー@tyarabihouse  エボルタくんの挑戦が成功しますように。
応援しています！@kmry59035993  応援してます2 2 2 ！@aki_rin_rin_526  がんばれー@777mamama777m  頑張れ+ @7ironohashi  必勝祈願@toy39  ファイト) 　@mayaponunee4  頑張って
ね！@jotam0128  負けないで!@acco_acc  かわいい！！@sawasawa1116  良い結果になります様に！@0815Manma  わたしもがんばる！@7vM2LJ71rLNubmm  ファイト！@chocobananachip  がん
ばれ！エボルタ！@chieko0324  がんばれ@VGWX2  頑張って@mcat12087  頑張ってね) ) ) @mu33103438  頑張れエボルタくん+ @eYKW8RnlCFCraDa  ファイト！@chatagreen  ファイト！
@mit_o_  世界最長を目指せ！　@Ogon_no_tuki  エボルタくん頑張って！@twipekopoko  全力応援します2 @fuku_momomo  世界記録更新ですねぇ。@giuDjvsQYdjAhg8  強いからイケる
@nana_takapon  負けるなー@hiron89011  頑張れ！@hiromicochan  ガンバレ+ @ba_by55  ファイト@yktkyktsyk65  ファイト@sorapon0218  応援してます@laevateinn1992  応援してます
@fHFRcclBQv5sux6  がんばれ@en9uVspQc19x0eT  頑張れ@tlqTSxRIgdNCmQu  頑張ってね@yyy07863640  頑張ってください@Piykjgtd  ふぁいとー！@mamechoco1  やれば出来ます!エボルタ君
@keserasera1710  やれば出来る！@bowzuyama  頑張れ～(^^♪@ihigemaru  負けるな。@eich8520  一歩一歩@Daifugo1999  頑張って2 @m7858934286  がんばれ　@haguremetal999  風や雨に
負けないで～！@schneehoeppli  フレーフレー！可愛い活躍期待！@mi_ou71  すごい@kmmr_tks  p(́∇｀)q ﾌｧｲﾄｫ~♪@gomakanakana  ガンヴぁ@mukaimatsukawa1  エボルタがんばれ@mayoko2021 
頑張って！@icegirl0805  ガンバレ！@kimus0061  小さい体にいっぱいエネルギーを貯めて 最後まで頑張って～] ！@rKMR585utOfLBwh  ファイト! @daisukimeshi  頑張って^ ^
@68ZkoRFB7AqHhw7  頑張れ+ ！@ken_chocodo  がんばれ@rainbow_8538  頑張って) @mikkaijyou  頑張って!@sas_0515  エールを！@109toc104chi  お前なら出来るっr ) @kyoko2315  応援
したいです@reiko080656  頑張って！@shionhiro  がんばれ！がんはれ！！！！@__mochi4  まだまだいけるよーーー！！がんばれNEOくん！！@jh_ma_o  世界一頑張れ$ % & @Mamimami0120  がん
ばれ@Canae_K  頑張れ！エボルタ@k34a2312  エボルタくん応援してるよ@bHoEb9Th7o0psQh  ファイティン@SHOss0717  頑張って下さいね。！@hamakawa0731  頑張れ！ファイト！
@ayu12306  がんばれがんばれがんばれがんばれ(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)@parutanseijin8  頑張れー, ) ) @pontatokonpeit1  子どもたちの希望の光です。@0119milk  (!"•̀ω•́)" 頑張ってね！@tasm4261  
できる、きっとできる！@noburin_smile  頑張って!@ksk_n0  がんばれエボルタ君！@ErixwM  頑張って！@newspapersub2  頑張ってZ @AtaRu_kime830  頑張れ@ct_saying  がんばって
@PsbfSh64SZr1ujl  がんばれ！@mimi09165065  がんばれ！@olncit03  頑張って、世界記録だ！@bukowski1216  ごんばれ@hinofonomiyoko  がんばれー(!"•̀ω•́)"@yuno08asu  頑張れ) @m___01ii  
頑張れ！@yasu08220  大丈夫、君は達成する！@orange_suzuha  1111メートルのクライミング) 応援しています+ 子供たちと一緒に応援しています! @Mimikokko7  がんばれ！@hambacon_86  岡山
で頑張って歩いている姿見て感動したよ! 頑張れ, + @koala_wombat  ガンバ！@7pUZ9TOl59U2okY  頑張れEVOLTA!@noriyuki5413  頑張れ～！@ZosX23WV4NSk0nt  頑張って@waza45645055 
頑張れ@RIYU140931  力の限りガンバレ！@kt_reward  がんばれ@ane5ma  記録への挑戦、応援しています2 @E7Tp597  ガンバレー、ファイトだ～@saru1toru2  登れっ登れっエボルタくんs
@cocco_0101  エボルタ君　がんばれ～　@taka14tomo  #(.(0*)"@CL22664982  やればできる！！@mayupapa369  がんばれー！@uverG8  頑張って@iZrIe8PbA7bPMxx  登れ！登るんだ‼
@makohito8  がんばれ！@MUNO91333526  1111出来る！@tindra00  最後まで登りきって！@Tatsukensh  頑張れp(^-^)q@kizuki07  頑張って！応援してるよ！@kmfactory_31  エボルタくんがんば
れーーーー+ ) @0611taka0113  頑張るんだぞ！@wfrcefbtr2  がんばれー@SweaterOfHappa  ⊂ヽ(　^ω^)つ^ω^)つ　 ＼ 　　／　　／　　( ＿_フ( ＿_フ　　(／　　(／　　がんばれー♪@1115shige 
よいしょ　よいしょ@reiko080656  かんばれ！@knsrk0520  ファイト～@qcUYwYUqu  エボルタ君，世界最長記録達成目指して頑張って下さい/ 応援してます. @zPtgAlILoopEYXZ  頑張って
@9ytbgv8Q8tYfFOX  頑張って@96a65af983a84d4  がんばーれG @yuuri68966498  今回のチャレンジも応援しています！最後まで諦めず、がんばって！！@spark_bibibi123  (｣́□`)｣{ｶﾞ､ｶﾞﾝﾊﾞﾚ～
ｯ!!!!!！@kurokka_  頑張れ！@kirakirahikaruu  頑張って@I41YnTXdvRvWcgD  いけ～！@nonanonakki  頑張って) ) ) @miucchi_ribbon  1111m頑張って欲しい！@Tone534to  かんば
@kiiroinowa0212  がんばえー@makuhachida  頑張れ！@hiromicochan  がんばれt $ ; @FbTsubu  がんばれ@aoinomori26  記録更新しちゃってね！@6tQzluSOIjC99kp  がんばれ@hamsio2  絶対成
功しようね。エボルタＮＥＯくん。@skiyaro10  ガッツだぜ！エボルタNEOくん！！@skiyaro7  がんばれ！@ddoddom____  頑張ってください@C9sSEP7DwQd03v1  いけいけ！！エボルタＮＥＯく
ん！！@a8avqtajymTC4aV  行けるぞ、頑張れ！@Encounterrrr  ガンバ@ ; @ @GmTsubu  エボルタ君、クライミング無事達成を祈るよ。@fumotokomachi1  ファイト！@chatagreen  EVOLTAくんコ
ツコツ頑張れ！@Gd2nOYSSaAbHTHH  省エネ社会に貢献して！@yFo0p8PMv8Jmoks  頑張れ@ ; @ エボルタくん。色んなのに挑戦するエボルタくん。@ayumama03  絶対できる！！@Lateral6  応援
しています@nnnujujuj  世界一へ@hanano__keiji  頑張ってね！@hoippus2  エボルタがんばれー@mor_imori_genki  頑張って、記録を更新して！@lalaminiisao130  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEO
くん！@6fejI3QnASkKGCa  頑張って$ % & @FV45ZCRwLlwnS0e  君ならきっとできる！応援しています(•̀#•́)"@mii_himAwr4712z  応援しています@chizukokokoko  頑張れー！@yakk2024  世界最長
記録に向けてガンバレ+ @E7Tp597  応援しています@chichizuzururu  がんばるんだじょー！@fullmoon1219  がんばって！@4pbGvk07qZmPjpZ  頑張って！@shiroXkuro_usa  頑張れエボルタ君!
@of22o2  ファイト～！@ruru_ruaka  頑張れー頑張れー@kaoru68712958  ふぁいてぃん@momotabetai315  ファイト@rururu1237  エボルタくん応援しています！@legacyb4_1790  エボルタくん応
援しています！@122Lanevo  NEOくん応援してるよ。きっと成功するよ！@hiropon20142  頑張って～! @250RQnd3IIWGKL2  ファイト！エボルタくん！@majimother  がんばれ！@oyatsu365  ふぁ
いと！！@KEIKO23291026  完走 登頂できる+ @soratobuakamura  エボルタくん、どこまで行こうと応援してるよ！@lilin0korira_km  いけぇー@supopo_vic  エボルタNEOの限界にチャレンジね！
@peachlate  頑張れ！@yakinikudemokuu  応援するよ; @NekoTinmi  NEOくん、がんば～@noriko009  頑張れl l l @mu33103438  頑張れ！@risu51707209  あと少し！@UNIKA1203  頑張って
ね！@jackiechakie  頑張れ$ % & @yamatotakeruou  がんばれ！@mit_o_  頑張って@I2AtLg0GLVLuMoI  ファイトだ！！@0YO8dSHfl3wYJor  頑張って) ) ) @ba_by55  頑張って+
@momo_sweets_777  応援してるよ～！@asami_ted  まだまだいけるぞ！@ILV_NY  ガンガン進め！NEO君!!!@wakkyman  NEOくん、ガンバじゃ！@ryoji009  ガンバレー+ @sas_0515  今回も頑張って
# @o_has0805  頑張って！！@dragontaro0902  頑張れー% @rrschococo  ファイトB h @maimelody1229  頑張って！応援してるよ！@ymarupen  ファイト. @eWAWFh98wfnN98Q  1,111mの
ロープ登り世界記録、がんばれ- I I I @cocochunchun  今年も大丈夫@mm21hbs  #(.(0*)"@CL22664982  フレ！フレ！エボルタ！がんばれ！がんばれ！エボルタ+ @0611taka0113  ガンバ
@azaz_tks  いつも応援しているよ@geckos2012  頑張って！@DxrozmmQx  頑張れ@KinnikuThatcher  FIGHT!@minidora_24  がんば@babakadue1  がんばれー@wur6r  山登り頑張ってね。
@tamicar1103  がんばれー@onI1tUyDqBz4DOp  ガンバ！@yQqBlxDnFdSFZ0Q  ファイトー! @appaticyo  頑張れーー, 応援してるよーJ @aoi708neko  頑張れ～頑張れ～@monnmon0524  応援し
てます( (*^^*)！@munchkinlove22  君ならできる@Daifugo1999  頑張れ～«#(*́ " `*)!»@kajyuym  頑張れエボルタ！@usakore  頑張れ～@3030_82  まけるな～@01uSC3lqDuATBZl  エボルタ頑張れ～
] @kerori1801  頑張ってー% + @harurun_2525jp  頑張れ@1962take1103  NEOくん、fightです, + @kawasemi202102  一歩でも前に進んでがんばって@tatasanpapa  がんばれ～
@sakurasaku16137  頑張って！@okshin817  トップを目指せ！！！@takutaxtaxy  頑張れ！@fIuPBpw1Tzg63ld  がんばれNEOくん！@choco0131  頑張って@TimonGenie1  1111いけ@kfaac  めざせ

1111@bzaa0  めざせ1111m@kfaao  もっともっと@uuu_8941  めざせ1111m@bfaau  世界記録を超えて頑張って+ @coland82009011  登れー!@3d_ous  やれ
る!!@aris_k5569  がんばってー！@sakuchan151  壁|ｮ･ω･｀o)ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃｯ♪@MII1125__EXIT  チャレンジ！@ChocobisBiscuit  頑張れ@hs_tthk  ファイトだ！エボルタ

NEOパワーよ！！@carson_room  頑張れーー$<)@eight_sz_jw_jr8  面白いチャレンジ！応援しています@nkrhappy  頑張れー% G @tm_7373  ファイトー！
@yumato28215  がんばれっ@04Gahahag  頑張って@24sa31da  エボルタくん頑張れ！@wpmmgtpw  ファイト！@maokongmiao  頑張れ！@hiromicochan  頑
張れ@jpwtmtmgwgjp  応援しています@nnnujujuj  ふぁいと！@paprikarika22  頑張って!@la4vhKEC9MJdP8J  頑張れ！@Rojascat24  ファイト@KENKO1F 
ふぁいとー/ @ao1336  頑張って下さい/ @nii2181nii  頑張って！@arimoka1015  頑張れ！@VWZQUGNm7W3t0TT  応援しています@chizukokokoko  ファ
イト！@chatagreen  頑張ってクライミングかっこいい！@hipyorapon  いい結果を願っています(!> # <!)@aruka_subaca  エボルタくんとスタッフさんにパワー
が届きますようにpower届け～!!(oﾟﾛﾟ)ﾉ…━☆@love_suumo  応援しています@chichizuzururu  ファイト！@shopa_zu  頑張って！@shiroXkuro_usa  頑張って～
@sikilove0917  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@6fejI3QnASkKGCa  頑張って下さい！@D1230LV  頑張ってね@janCSSfawHNXjYd  がんばれエボ
ルタNEOくん！@19560711  がんばってね！@oguri09  頑張れ！@Mugiwaraboshiii  がんばれ@810Gluck  ファイト9 @bangkokthai0806  頑張って@kiyoe_y 
イケる！頑張れー！！@ogumegu_ganbaru  ファイト～( @5fNvDRSYStVuMet  頑張れ@bigtaddykane  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！
@lWP84Yvpb2XSl9K  頑張って+ @ba_by55  沢山の応援送ります！頑張って！@0815Manma  頑張れ@ruru_ruaka  ふぁいてぃん@momotabetai315  ファイト

@rururu1237  いけいけ@harunohanayo  頑張って！@anmnm___  頑張れ！@booyan18015262  がんばれ~！@d7momo12  頑張れ@mgmgmgmg33  まだまだ
登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@7cDRvT7pESz7Gc2  がんばれ！@Ilz2bi  負けるなよ！！@atsuine2207  ファイト(!•̀ㅁ•́$@x218717  応援してるよ！

@shoko_rume  FIGHT@Orfe_DScarlet  がんばれ～～#(｡•ω•｡)"@emrinmama0710  エボルタくん、頑張れ！@ysk_ngo  がんばれ@ROU8982
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ガッツだぜ！@supopo_vic  頑張れ、NEO君、応援2 してるよ！@ryubi520  応援してます！@west3254 がんばれー@a7act1  君ならやれる！@7VPiu9UQW5tKPv  頑張れ！@yukaaa777  がんばってく
だささい！@spd55555  SDGsの波にしっかり乗るんだよ！@nechatbleu  目指せ、世界キング！エボリューション！！@bdsgc9301  頑張って！@manekineco13  頑張って！エボルタ！@aquariosaki  エ
ボルタ一番信用してるぜ@aomamenotane  fight!!@no__gucci  ！@yamada4649ver1  頑張れー!!@sas_0515  1111m、達成してね～！応援してます！@tomay30628169  NEO頑張れ～u @rakumaru4 
頑張って@mokamok13443051  すごいチャレンジだけど頑張れ～！@ptw_gjm_ad  ファイト！応援しています！@ayu12306  目指せ！1111m!!@rabbitmaple  1111m到達出来ます様に！頑張れ～$ %
& @arimipo  ファイトーエボルタ君！まだまだいけるよ！@K6ZPhnTEWKZfecE  応援してます@yuuu72y  がんばれー！！@nyorororori  がんばれー！@shirokumapmc  がんばれ@kusotetukuuchan  頑
張れ@KinnikuThatcher  世界最長チャレンジ頑張って+ @takahiron0122 頑張ってね！j @goldenengel222 がんばれぇぇええ！！！！@Pisuke_Arumon がんばれ@Vba6lKfoJSkLZd1 
fight@xMARIPOPOx  頑張って！@msdmntaym819  頑張ってね！@coron725  絶対いけるっ！@rodias23  がむばれ@VALUE1021  頑張れ～！！@poncheru3  おめでとう@cos2411  上を向いて頑張っ
て. @QA5oLP4fubPxnv9  頑張って+ + @ChieJam1020  ふぁいとー！エボルタくん！@BQRGwAxscVV6oA9  がんばれ！@chan_tokage  頑張れ( ( @drive_gear_  頑張って@mikasa42287822 
エボルタくん頑張れー) @hihi_roro_mimi  がんばれー！！！@tmtm30tmtm  ファイト#@suu2ai あとちょっと！がんばってね！@Schizo30097695 がんばれー@duck_daisy_duck  エボルタNEOくん、
全力で応援してるよ～！@_mchan  いけー！！！@m2xqIFC0CmyUMUE  頑張って@yIWq1MZeHzhfihP  がんばれ/ @Boro10271027  がんばって@mizuhomomo イケイケ～@JunoFebrua がんばれ！
@hambacon_86 エネボルトくん頑張って# @y_j_id_224 (*•̀#•́*)" &&がんばれー！@qoo369Y_T がんばれエボルタNEOくん！　@Keitai1069 がんばれ～！@bbbn_bn 応援してるよできるよ
@Fortunaneko  頑張れ@rockrockxyz  ファイトー@silvercat_2525  頑張ってね。@shionhiro ガンバレ！@mau424_321 エボルタくん、頑張れ！観たいです。@nchabaicha  リアルタイムで見たいです。
@zucchiinaa  がんばれ@mayoko2021  ファイト#(｡•ω•｡)"@t95oAkunvViXNed  頑張れ@sukinairohamok  がんば@tamakigotou  頑張れ@koemitorasi  ファイト@FUMIHIDEKUN  頑張れ@hanaejinjin
スゴイゾ!!@ycVtB56rnHk5bbu  キミはすごい！@sei7045  エボルタ君ならできるよ！がんばれっ！！@natume_free  がんばれ！@yuiduki1981  チャレンジ成功祈願！@Hirame_Magochi  頑張って.
@anankukudayo  ファイト～！@r_u_m_p  がんば！@si_chanxxx  エボルタNEOくん頑張ってp(＾-＾)q@ake_4649 (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%@saachan2828 省エネ社会に貢献して！@yFo0p8PMv8Jmoks 
がんばれー！@SweaterOfHappa NEOくんがんばって！@t_onocha 頑張れー@naoko_bonheur ファイト@duffy_s_18 頑張れ頑張れ頑張れーーーーー!!!!!% 2 @minidora_24 エイエイオー-
@rinrinhouse0422  応援しています@nnnujujuj 応援しています@chizukokokoko ガンバ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ@tommyaries1225 がんばれ！@Yst9Iunx87XGebt  世界記録目指して頑張れ！@hama25414201 加油
@punchout7153  頑張れーっ@Kouchan_man2  応援してます！2 v @hi_o419  頑張って@h2j_100 頑張ってー！@whitechoco0358  応援しています@chichizuzururu 頑張れ！@wktk1616  頑張れー
*\(^o^)/*@THKSH1103 1111ｍも登り続けるの凄い！@kinu711 頑張れ3 @07mam1  いけ！いけ！@appaticyo  かわいい～がんばって～@momokarin15 頑張れ！@hiromicochan  世界記録期待して
るよっ( ́∀`)@kuronekocat2010  (!•̀ •́)""@c_yyk ファイト！@chatagreen  頑張れ@yahman0104  頑張って@Qac7W5lJFvUh2Qs がんばれー！@chan_tokage  ガンバ@ertk3jp がんばれー！
@68342baba  がんばれ♡@news_kanjani8  応援してます@joha22jp がんば！@UFWi4yvitmHT3JQ  がんばれ@kunhiro2  がんばって# @smakuru13  最後まで頑張って！@foochan3974 頑張っ
てー!!@ro_zon1010 ガンバ大阪を応援してくれてありがとう。エボルタくんもガンバれ！@cekgjmd ファイト！@parsona02 世界一！@i_gold358 ファイトぉぉぉぉぉ！@WcTcq0 ファイト&
@maririka33  頑張って!!@YpC_24  頑張れ/ @yuzuki2940  頑張ってw @ba_by55  頑張って@mukaimatsukawa1 ファイトだ！@spy505050  ファイト) @mayaponunee4  頑張って～m 応援してま
す。@keipan0836 がんばれ$ % & @maaamin24chu  がんばれ@nyantar54523174  頑張ってね！@CAO8888 がんばれ@HONDA07752788  頑張れー！@sakura10905  がんばー！@JCRB10 頑張
れ@ruru_ruaka  頑張れエボルタ@KenH71 頑張ってください- l @maikosandan  ふぁいてぃん@momotabetai315  がんばれーー！@nanase_muku  ファイト@rururu1237  みんなの力で登りきりま
しょう6 6 @tomot999999999  ナンバーワン6 頑張ってI I @tomot999999999  NEOくん、最後まで諦めずにクライミングチャレンジ1111m頑張って登ってね～!!@strawbetty008  頑張れ～。しっ
かり捕まって登るのよ～/ 力の出る限り～。@ryokahiro  がんばって～！@L1v7JdLbgkyW1NG 頑張って@810Gluck ファイト！頑張って$ % & @blackpeach_3  頑張れ@kietim  世界最長記録目指して
ガンバレ+ @E7Tp597 エボルタNEOくんガンバレ！　@AbcbPsi 幸運を祈るぜ@mato_oro_sheo  ファイト@maho3000jp  やれば出来る！@supopo_vic  頑張って～@sas_0515 どこまでいけるか期
待！@nico19283765  だいすき　@knwn724 エボルタ君　頂上までかけ上がれ) @kawaiimairo831  がんばれエボルタNEOくん！根を（NEO）上げるのはまだ早いぞ！@5bvHp4XET6pLlsa  がんばれ！
@takewanko1  がんばれ！エボルタ！@chieko0324  ガンバレガンバレ*(°̀!°́)"@higenuitekure  頑張って！@shiroXkuro_usa 頑張れ！@kazuki0106  世界最長のクライミングへの挑戦、頑張ってください
2 @cdcl_pie  がんばって！新しい世界を見せてほしいです！@rilarika  ガンバ@chaku_chaku_ がんばれ@gon_mitsu_today  頑張れ！@gyokuryu239  そーれそれそれ！@nemimi_point  がーんばれ！
@sa_shi_o  がんばれ@sakiron113  頑張れ@KinnikuThatcher  頑張って@emp_sato ファイト@kohei08963030  目指せ!世界記録！@tRPGVNVmJCp0bUZ ファイト一発！@prince_prisos  頑張ってく
ださい！@kokoacat1227  力尽きるまで登り続けろ！@gami_supra80  頑張れ～！@ZosX23WV4NSk0nt  がんばれー！@ka__yaa  ファイトっ！エボルタ！！) @0611taka0113 ふぁいとー！
@asahina_haruto  頑張って！@ahitokira ガンバッ! @anzunoatama  エボルタダンス踊って応援します！@hgadagada  がんば！@FxrMguxh94fSVyI ファイト！@hitomi18413372  最後まで諦めずが
んばれー！@ycJCQhtMV79Kfcy 頑張れ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ@souyakedo0 q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@yx79508 がんばれ！@kabbasaaaaan NEO君ファイトc ( で@peco_milky_love ちばりよー@zx6146 がんば
れー！！！！！@a_ta_re_ 頑張ってね- @rururuns21 がんばれ！@aPAYwd95hD94LkM エボルタの底力、期待してます@key_1108 やりきって+ がんばれーB @nocchiee 諦めないで!
@aiai105444  ファイト！エボルタくん！@maaaachaaaan007  世界最長1111m頑張れー@chibikuma_sweet  負けるな！@macco4983 ファイト+ @poiuytr200111  かわいいね@yaba_yaba  頑張っ
てね@konekononeru がんばれー！！！@nori__1173 ファイト!!@zoc1071 頑張れー@ryomakuma エボルタくんいつも頑張っててすごい！がんばれ！エボルタくんB @ahly626 がんばれー2
@__luckysan がんばれ/ @Simcha0310 頑張れ@teru10541054 エボルタ君頑張って4 @bakanyah NEOファイティン！！君ならできる@erieri3282 ファイト！！@kinaco_ho_ho がんばれ！
@epanongame  エボルタくん可愛い. @ryoncolate  ガンバレ！！@Yuuchalon  頑張ってくださいっ！！/ ( @suuuuu0918  がんばれ！エボルタ！@hapiness1109  頑張れー頑張れー頑張れーー！
@mitchy0822  目指せギネス%$%゛@mog36890170  応援してます2 @YOSIKAZ37762933 大好きです！応援してます！@saatsumu 頑張ってー) @WaaaaahYork 頑張れ！@chankorori28  がんばれ
エボルタNEOくん！@WSt3o6fn7v2G4uL  エボルタくん頑張って+ ) @peterpaneringo5  ファイト！@rimm0702  最後まで諦めるな！@kenny_luca  頑張れ～4 可愛い- @6ma_ma17  エボルタくん
のがんばりがすごい！！@CChaaaan1 がんばれ！@yuao123 がんばれ！12時間生放送！@u_taaaanman 頑張って！きっと達成できる！@coconazumocico 頑張れ% % % @den__den_MUSI す
ご！！！！世界最長記録ぜひ樹立してほしいですB 4 4 4 ) 7日の生放送見ながら応援してます- _ = 頑張って下さい^ h h h ) @satototoron かんばれ！@yuki_sugino0523 がんばれ！
@pokmq1  エボルタNEOくん頑張れ～2 I 2 D ) 絶対成功するよ+ (言霊)@miyuramukanna  頑張って@yanagie9 頑張れ！@pbN8kcscPhj7aRw  ガンバ@tonkatujp 頑張れ！！@ringoicechan  頑
張ってください@mnp_ip5 頑張れ！@koriraQP 応援していますB ) @kaka16890300 がんばって！！！@77uyrh6623 あとちょっと@S1qlJA6yiCmBmsv エボルタNEOくん登れ～がんばれ7
@N0_6qr  世界最長x + 怪我のないように頑張ってください！@mochi0__0  いけ@grizzly_toshi  がんばれー$ % & ！@e4smCAYzuSSXe5g  最後の最後まで気力と電力を振り絞るんだ！@NAOH277 
エボルタNEOくん、がんばって！世界記録の瞬間を見届けるよ！キミならきっとやりとげる！@__maria_aria__  がんばれ～M I @kvw6b78RcvyZ4Yn がんばれ～！@aasmm16  頑張れ/ @Lyutaka2 頑
張れ応援してるよー@1962take1103  頑張れ@van_halen5  がんばれー！@ @kogi_inu  行けーーー！@POPONTAxx やればできる！@sarichanman26  頑張れ@H101Yuko 応援しているので、頑張って
下さいね！！@eririn55136959  エボルタNEOくんのチャレンジは毎回すごい！B 6 今回も応援してます！@maichan05171414 がんばれ$ % & @momokarin15  がんばれー！@11shippo11  頑張れ
t $ ; @yamapon_taro  がんばれがんばれ！;@holy_tsukachii  *\(^o^)/*@miko2928  がんばれぇぇ@Taka121719 がんばれエボルタNEOくん！！@maru2021a  頑張って@iNagiku2003 がんばっ
てーーー！@titya_titya 頑張れ～(((́&#&`(()@rina14235 がんばれー. @Safari10021207 頑張れNEOくん！！子供達と応援してますB @opnaoqo がんばれ！！！@ayasai1 頑張れ2
@ponmama24114279  がんばれ@chuhiloveKEI  がんばれ@MMitsu1967  頑張れ@honeybear072  かわいい@risu_usagi_  ファイト！@qj6343  ファイト！@JcPSLcKp1v1Rcqc  落ちないでね！
@Boohboo4  頑張れ@beni777erina  頑張れ！！皆応援してるよ2 @sakura2020saku ファイト！　@watashidesu0903  めげずにがんばれ　@omaenano1009  がんばって@aoni4c  がんばれ！
@Ev2XIenEuKjlW3P  $ ^ J ファイ！@MEGUMIRICH0358  世界最長への挑戦頑張って# 楽しみです. @umeume0623  頑張れー#( 'ω' )"@figaro2673  応援してるよ！頑張れ！@SHUKO_1  がんば
れー！@takuco_358  GOFight(≧▽≦)GOFight@c4zSa4eTJOcCawa がんばれー) @tyarabihouse  がんば@94wsTLBauRiPYoC 頑張れ！@Kinokoosusi  今回も記録達成してね！@0528Kansuke 一緒
に頑張りましょう@genkidaseyo26 頑張って登ってね～応援してるよ！！@nono_nono_ 成功を願いますB @monnhaha 負けるな！@sam28091933 頑張れ！@hapiee_ron175 がんばれ) ！
@miri_7_miriya  (●'д')bﾌｧｲﾄです@Sheltie440  頑張れエボルタ@apetope66  頑張って@yyoko03274  チャレンジまで後もう少し。万全の体制で望めますように- @amanaedulis 頑張ってね
@minami_okochan  頑張ってください( *>ω<*)/@akanegi0  エボルタ頑張れ@AYAKO20120903 まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@tottakun1  ファイトです、応援しています！@po_ke_ki_chi 
ファイト～'@kensho_ruru  がんばれ@pa05188668  応援してます'( ̂!̂ )($@Mm752810  がんばれ@Mount_M15  頑張れ！エボルタくん！！全力で応援してるよ, 電池はエボルタ！常備してます' '
' @7taotuasrein7  頑張ってください！@Belle73613000  頑張って$ % & @atonkaidis 頑張れ～！@iikenshow 頑張ってください$�( "' '")!%@moco52547542 エボルタNEOくんがんば！
@pm15620318  がんばれ！@a_ringo0202  頑張って@yamaponn00  ( !˙" ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ@Fortuna_kochi  1111my 頑張れー!!J @maigoda_yo 頑張れー！@achanapichan がんばれ！
@subnekopoipoi  頑張れエボくん@sisu12345  エボルタNEOくんc 　頑張れ　キミなら出来るz # @AA9T9LtTuaFqctc がんばれ@OIMjhDOCdxEzvkT  いつもがんばっているね！@towadakodrop 電
池の力見せてくれ% I @UZzUIuPLxNRpXa2  頑張り電池@hinofonomiyoko  頑張れ！@nnkzms  世界最長記録Σ( Д ) &&&&" "全力で応援させて頂きます% 是非頑張ってください(●'д')b@kemukochan1
頑張って~#(!>#<!)!@junasann02  頑張れー@3boys_love_  頑張れ！エルボタNEO！@kocchanjapan  応援してます！@raiosa1  がんばれー！！@Jasty117  電池=エボルタだと思っている息子がいます！
がんばってね@happydayrada  がんばれ！！＾＾@hhhhhhhirom  頑張れ！@hiromicochan  応援しています@nkrhappy  応援してるよ@orange1964  ふぁいおー！！@kai63511  成功します
@giuDjvsQYdjAhg8  頑張れ！@seri_9828  省エネ社会に貢献して！@yFo0p8PMv8Jmoks  頑張れ！@ORU_k_aka  歴史を塗り替えろー！@minkoko0426  頑張ってね！@11oniku029  ファイト, +
@akeko179  エボルタくん頑張れっ2 応援していますs @utahime_po  がんばれ！@mikemike_k  がんばれ！@hoyamanami  弛まぬ努力すごいです！頑張ってください@4you1989momonga  ベストを尽
くして！応援しているよ！！@howa_wa_wa  がんばれ@panda_nanodao  がんばれ!@oyome_tan4  がんばえ～！@mR6Fhe2VsUlpMgy 頑張ってください) @poipo_n  のぼりまくれー！@heuheuusa 
エボルタ君信じてるー！！！！@Mikami_Rabo  頑張れ+ @kazuchi_55 がんばれー@campaign_tweet_ がんばれ！！！@rm01rmrm がんばれエボルタくん！@shiori_piyopiyo ガンバガンバ！
@0815Manma  がんばって！@kinu711 エボルタくん♥Fight♥@okashinapeeesan  ganba！@namerooou  頑張って@d23v356811 頑張って!!@DORA101000100 がんばれ！登れー！@ariyo_sh  ファ
イトー！@chanceJYJ  ふぁいと！@nagisa_13458  頑張れー！！！@gotohikarun  ガンバレ！@chiba_sute  がんばれ！@m_sweepstakes  ファイティン- @TotallyTurnlock 頑張って/
@nyankonakuma  がんばれ！@S53xIXbmytMA01l  ファイト！@atra_aatra  応援しています@nnnujujuj 楽しそうなチャレンジ) 頑張って登りつないでーI 応援してまーす
! ふぁいとーR @chizurusan  がんば@gunnerser1979  頑張って@kenshomayuko 頑張れー！！！@yakk2024  めげずに頑張って+ @penguin36273038  頑張ってく
ださい！@taluho_suki4 目指せギネス@Pixh4zeNs0c21hT ファイト！@chatagreen いいね@etskochan 応援しています@chizukokokoko 成功をする信じること
@KK13528160  おぉぉぉ！がんばれ！！@shachix_jr  ファイト！@AJrCISr2J8Gazuu  小さな体に大きなパワー！力を出し切ってがんばれ～@Amane31640420 ファ
イト! (p｀･Д･́q)@kinyakomo_chi 応援してるよ！落っこちないでがんばれーー！！@HY22478818 大きなトラブル無くゴール出来ることを祈ってます！頑張れ!
@waraukado_fuku7  頑張ってね！@esekansaijinda 頑張ってください/ ) @cb_azk  がんばれ！エボルタくん！@mor_135  がんばるんば@chan_chii_1518  ファ
イト～。@sayaka23  頑張って@mari161206  がんばってね!@akane_skgc  頑張れ！！@tiwauu  がんばれ！@coron523  がんばれー！！@Lily27265396  頑張っ
て！@monmon_naniwa  応援してます！@uemi7898311  頑張れ$ % & @pirako14  がんばってー！@SBRSKKN  頑張って下さい♡@k_s_h_m_s 頑張れ～% 応援
しているよ！@honpa6  頑張ってください@kira2kira20  ふぁいっとーーーー！！！@sc_choc58  ﾌｧｲｯﾄｰ！ｲｯﾊﾟｰﾂ！@toudachan  ふぁいとです+ @erina_601  が
んばれ！エボルタくん！@po_po_hato_pop  きっとチャレンジ成功すると信じてる。@cosmo_0217 頑張って@masa29126 頑張ってください@kico_coo  頑張っ
て！@manekineco13  がんばれ@maririka33  君なら必ず出来るよー頑張ってね@yosshiy215  エボルタNEOチャレンジいつも毎回楽しみにしています！勇気をいつ
もありがとう= 心から応援しています- / ) @maox829  結果が気になって仕方ない{ @yamatarou0515  頑張れ@YcKIaSgO14DwKbr 頑張ってください] 6
@sW50V6CsXKSmHcW がんば) ) @to_to_marin30  頑張ってください#(.(0*)"@hohenheimnatu  頑張れ@jpwtmtmgwgjp  きっと出来る！！@tomo_pinky  がん
ばれよ@lonewolf_1980  ファイトー！いっぱーつ！@ochamaru_3 頑張ってください@binaroba4670  一歩一歩着実に！！@rintyamakkusu  ひたすら前に進む貴方の様
になりたい！　@gcqdlLAzxiEmlVc いつも息子がハッピーセットのDVDで観てかんでんち！って喜んでます| エボルタくんがんばれ～((.:0())*@Pyon54492328 
頑張って～ヽ(*≧ω≦)ﾉ　@kangetuhaku  もう少し頑張って！@mikotan21407347  応援してらよね！@miyurinrin888
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ふぁぁぁぁいっと@8hsyysmwj1  頑張って@mPgWJbTezredaFp  上へ上へ登っていけー！@manatuatu  頑張ってね"*。@sakuramoon6  負けずにファイトです！@8xoiiox8  がんばれ@mariaya16  頑
張って+ 応援してるよ! @namicyanmax  応援しています@chichizuzururu ファイトー(*=-=*)) @kanikani198719  エボルタ君ガンバ！@Sayuyukensho がんばれー！！！！@fumi8AB  応援(*･#･*)"
@meimeimaman12  頑張れぇ/ NEOくんU 成功しますように5 @sho40i エボルタくんがんばれ- 4 @inufugu がんばって！毎年チャレンジ楽しみにしてるよ！@naruto_nono3 がんばれがんば
れぇぇぇ！@wakamechan030  頑張ってー！！！@mizutamaron5  (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%@strawberry1_ami  fight！@Oniku2nd  頑張れ！@mhe2011  ファイト！@Gorush337  気合いを入れて頑張って！
@ichigodaihukusa  頑張れー！応援2 してるよ- ? - @hawkscookie  きっと叶う) @kuyamu1  エボルタくん頑張れ～！！！@f__m_nn__rr  行けぇぃk k @piroree  ファイト！@yappi_ll  世界最長す
ごい！頑張れ！@MintNamakemono  世界記録更新目指して頑張って3 @Nattsunuts3  がんばれがんばれがんばれがんばれ@ken_kswz  成功をお祈りします。@RV0Dqs1Tjz1PTiN 無限の彼方へさあ行く
ぞ！@yulego11  エボルタのエネパワー発動！！させて頑張ってください8 @KaomojiJapan エボルタならいける！@O2done ( % )"ｶﾞﾝﾊﾞｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧｧ!!@1139sato エボルタくん当日頑張ってね！
@a1pP3bG7f3A4CZZ  全力応援してます！@fuku_momomo  いい試合になるといいな～@likebloodymary  eneloopに負けるな!!(笑)@1fuzi_2taka  ファイト+ ) @jackie_maimai 応援してます！
@uk54512344  頑張ってー！@MEI_MUSIC10  がんばれ！エボルタ！@chieko0324  ("°̀ﾛ°́)"ﾌｧｲﾄｫｫｫｫｫｵｵ！@tkyk1113  うちでもエボルタ君頑張ってるよ！頑張れ) @satosael  エボルタ最長目指して頑張
れ～！@wanyak0  頑張って！@shiroXkuro_usa  クライミングがんばれ！@mikazukimikan1  エボルタNEO君！頑張れ！！！世界最長を目指して最後まで諦めずに登り切ろう！@skykr1n7  がんばれー！
@akikkkk  可愛いエボルタ君がんばれー！成功するのを子供と楽しみにしてます) @yoppiy4649 最後までがんばってー！@maichin___with もうすぐだ！ガンばれー@mvoaiz いつも応援してるよ！
@AKARI_prize  いつも応援しています！@miyuu_2016 がんばれ@mss29yak  いけそうな気がする～！@megurizumusuper  エボルタくんはいつみても顔が可愛い@tsujidou_katsuo  かわいい頑張って
ね！！@babamaz  よゆうよな！@kakuyasukon  fight‼@niki112200  無理っぽい!?でも、出来そうな気もします(!•̀ •́)""v ) @melody_junjun いけいけーーーー@coceenote ファイト！
@coro_coroko 登りきるまでたくさん応援！！！@mamisakisama まだまだいける！ファイト！@ke_chanmori やったー！@Aria_et_Natalie 応援してるよ！@coceesan 頑張れー% G
@HappyOkamechan エボルタくん1111ｍ行きましょう@hoshi_211 頑張って@mimaru2923 諦めないっ！！@koshimi4 がんばれー！やれば、できる！@kokonomi99 頑張れー(っ`･ω･́)っ
@D6DFAztpVRXEbh9  やれば出来る！@kei_tan_1125  がんばれー@akamidori23  がんばってね！@happy_uparupa  頑張ってください@panzu00004  頑張れ頑張れ2 応援してるよ@taigareiriairi 頑張
れー！1111m長い} @minto_otnimX 頑張って@arimoka1015 頑張れ! @kotukotupoikatu 頑張ってください！応援しています！@D1230LV ファイト@marokennsyou ファイト(
@Ej5u6kYavyf3yTl がんばれエボルタくん！@3RobinRobin3 頑張れー@nacoco034511321 頑張れ！@kr_rt9 ヤレバ、できる+ @soratobuakamura  ファイト！@yunoppy_love  期待してるよD
@soratobuakamura  すごい！頑張って！@wataame3590 頑張ってください♪ヽ(́▽｀)/@kasai44  エボルタNEO電池の力はすごいんだぞ！@redressa15  応援しています！@purin_cat_ ファイトー
@redpanda_koma  世界一長もちする単3形アルカリ乾電池 の力すごいぜ@RT800656571  頑張って下さい！@animelovehappy エボルタNEOくんなら行ける！！頑張って！！@Apple_koma  応援してま
す！@a0116055  頑張って+ @ba_by55 頑張って@chococandycandy エボルタNEOくん頑張ってください$( ˙:˙ )%@punipuni882 登ればいいのか。@fox76503592 ファイトーーー！！！！
@kanata3174  登れ@octoponosuke  登りきれる！/ @maru0180826158 頑張って！@kiiro_hp やればできる！@nnic771 fight～(*≧з≦)~ @sweets_love5 がんばれー！@yukiiie_ ガンバ！
@KK11786046 頑張って下さい@kerinrinrin がんば@yu_ki_0i 小さくても力持ち！可愛くて頼りになるね@NewYorker_11229 がんばれ@sizuki14075503 頑張って%$%@tiro_tiro1115 
Go@iiyume07 ファイトー！@sh1ch1henge がんばれー♀_(`O`)♪@pekopeko1983 エボルタNEOくんFIGHT！#(( * ( )"@ORiRtjIIJO7931L  頑張って！@mikitty58 上までファイト、あとエボルタ
君かわいいからうちにも一人欲しいです@SerperiorLog がんばえー(/・ω・)/@tyatyatyattpy ファイト！@cloneko9  可愛いのにすごい！がんばれ！@sasamisan0000  頑張ってください@mimarumam 
一歩ずつ頑張れ` @maki_11_  頑張れエボルタくん+ @eYKW8RnlCFCraDa  ガンバレ‼@m8853013390  ファイテン@shchmedo  エボルタ君のチャレンジには毎回楽しませてもらって、感動してます
♪ 今回も頑張って！！@morimori_march  \(◉▼◉)(◉▼◉)ノ＜頑張れ頑張れ！エボルタNEOくん！@sr_01m_robo  小さいのに頑張る姿がとてもかっこいいです！がんばれ！@825825825825  頑張っ
て+ @1ko10chan  エボルタくんならできるよ@hisama2t 記録達成をしています. @sisimaiginkou  がんばれー！！！！？@GyQdw  ガンバ！。@jmcpd715 ファイト！@kisk0416  エボルタNEOくん、
がんばれ～！！@3dangonohaha  ファイト！@tkwzone  ファイトだよ！@L9uJMyex5I1ihaw  エボルタくん頑張って#( •̀ω•́ )%@bocorat  がんばり屋@elizabeth_666  頑張れ！@2one_song
gannba@sikesenn0426  ファイティン@SHOss0717  頑張ってー！！！@madera02  がんばれ！！@ponponbecho  良き@2Yodahiro  がんばれー！@Fe9iK  がんばれー！！応援してま
すッッ！！！！！！！登りきってー！@chachachachansn  エボルタのパワーに期待) @walnutkurumi25 頑張れー！！！@nyan2_gao がんばるんだぜー@U7I0c7Uqc0sPWif がんばれー！！
@kkkZo3zO3  行けー@sama41aruku  1111m成功願ってます+ @sakura2020saku  電池魂見せて、頑張れ！@saigon_tokyo 応援させて頂きます(́ ˘ `!)♡@Mikan_universal  頑張れー@ymrfls  go for 
it！@nB81vqoKQ8ZpsBb 頑張って@kensho_1210 ファイト！@chaiii75 応援してるよ@H101Yuko 頑張れー！！！！@JERRY_777_ がんばれ！！@ryuryu4nchunchu 応援しています� I
@kayo_2020  ファイトがんばれ@thankyouhamada  がんばれーt $ ; ！@hyihyihyi3  頑張れ@6PsLk6JucEmpWN9  負けるなエボルタ@bwkYp8yudm093  世界一目指せ！@cage333  頑張ってエボ
ルタくん@XZSySAYYCGM1093  ファイト～！、@rainbowstar1018  がんばれ！@tacotacosp  よろしくお願いいたします。@takag2020c  応援しています@ribeeeru  ファイツ！@tkp_of_luck  ファイ
ト@hauhauwars7  がんばれ～！！！@oshio7188  頑張って$ % & @beniCo684  頑張って！@hirachin7777 がんばれー！@himawarin333  応援してるよ@rinne5jp 頑張って% % % @goma002413 
頑張ればできる子！@mj602tm  エボルタ君のチャレンジいつもびっくりさせられてます！！@0719nakaaki  頑張って$ % & @KmAtarYpIMnIRWn ファイト@takesukusukuku 優しくて力持ち
@ms47si8 努力家だねぇ@yamatotakeruou 応援してまーす@yamatotakeruou 目指せ！世界最長！！@Minorinkos エキサイティング@pokemon_3150 頑張れ@yuapapa215 がんばれー
@nico19283765  日頃練習に励んだ成果を発揮できるよう願ってます！頑張ってください/ @mizuxvyebrns  登り切れ！！@Lee49737863  頑張って+ @1bs6HPCS9A5Whrs  頑張れー@sakua_asuka 
がんばれ！！@aroiaroi2  ファイト@prisonereva  できる！@sachie135793  頑張って！@hikko92 がんばれー@WheelWhale  ふぁいと！！！@ranranranko2  頑張れ@masa823914  エボルタファイト
! @F3aHQSFAh8ZO3PD  頑張って！！@yoshikazu1626  頑張れ$ % & @yunmi0909y  エボルタくん頑張って！！@KuuYano  今年も頑張れ!@shi77789te  がんば@kuroi_kiri  頑張れ！！@ho_si_mi 
おー！！@moyu_pon77 ファイト！@poppun77 頑張って& @sas_0515 ガンバ@KenSyou_Oubo エボルタくんのチャレンジは毎回健気で応援したくて泣けてきますÄ 4 エボルタくん！がんば
れ！！！！) @pan_no_mim ファイト( ( ！@takeo_takeo_55 ファイト！！@HxDolphin いつもありがとう@4pbGvk07qZmPjpZ エボルタ最高!!@nao_eyesonly がんばれー#(°̀!°́)"
@mochi_mochi009 頑張れ@NU85574184 頑張ってください/ @candle_light03 焦らずゆっくりと！@botchi1963 世界最長記録目指してがんばれ+ @E7Tp597 頑張れ頑張れ(" •̀_•́)"+
@aa827968560 がんばえええええええええええ@lilyrainyfor 信じて進むのみ '@225Fman 頑張ってください(*^▽^*)@kenshoretweet 頑張って. @applemogumogu2 やればできる子+
@sinkainimoguru  頑張れ$ % & @sinkainimoguru  がんばってーー！@ha_inu8  がんばれー！@hiyamaarina2  ファイト！@hero1xve  (●'д')bﾌｧｲﾄです@_yurinchiii_  頑張って@ren30_to_yo 成功を
いのっています。がんばって！@S0KGg2HdoTkiEAi いけるいける@mendo_ara1205 応援してるねね！@hachihamu2 q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@anmitan09100704 頑張れ@tamakigotou 頑張ってね！！
@daiboya33  ファイト@tmr919  エボルタくん、応援しています。@IanBuchan19  ファイト！応援してます！@ayu12306 頑張れ@koemitorasi  がんばりぼん@noz3jp  頑張れ@alusumi  世界最長頑張っ
て下さい@MACHAMASADA  世界記録目指して頑張れ!@Ryo56598326  頑張ってください@BBMsZzlb733nvrj  がんばれ！@GUEkGvA4u6SfQA9  頑張って8 @EVOLTA_ROBOT@kairu0141  (!•̀o•́
!)! FIGHT☆@nkhy26  (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%@peach_xx038  がんばれー！@jSGsySYi06cQ5lU  いけ～！@akira_ic  ガッツだぜ！！@supopo_vic  頑張って@sumizumi555  がんばれ@aketyantyan2  頑張
れ可愛いエボルタくん！@omi7jo  がんばれ！！@mMI24OZt37CGStu  2連続当選より！！@ApexMioChu  頑張って！@6dMPc2  がんばれ@rainbow_8538  頑張れ！@knm__76  がんばれー！
@Lucky_sakupoi_ えいえいおー@WwyaF41 ファイツ！@monorins 頑張って@f_kiyama 頑張れ！@aKfLxaUNGnRSh8z がんばってね@hopy3jp がんばれー！@knskmiki 頑張っ！@113Chiru ファ
イト！@ButterOrgan ファァァイトッ！！@Knnnnm06 がんばれー@furufuwawan エボルタNEOくんがんばれ～A A @miko_obentou  頑張って！@maman_sukisuki がんばれー@pikariri1  がんばれ
～！@taurus_05_08  がんばれエボルタNEOくん！@reira60795841  頑張って！@1gdePrTzzYvI0kY がんばってください@pizza810jp  がんばれ！記録達成を願っています。@akaitomato08  楽しみ！
ファイト@2zxcmWYZlC4MaWL  がんばって@gob30yome  ふぁいとーーーー！！@ninotyan_cc  ふぁい！@Lotion_bottle  行ける行ける！やってみなきゃ結果なんて分かんない！ガンバレ～！
@kaninanatama 応援してるよ@k8krys8 頑張れ@masao9595 エボルタNEOくんがんばって！@maachandesuyo ファイトー！@bocu_ ガンバれ!!@jun19841116 がんばれ@6585ra エボルタxNEO
がんばれ！！@bmw3003  頑張れ応援しとるよ@A_rafushigi  頑張れ～!!!!!!@VVmi_saVV  応援してます2 ) @21runa21  頑張って！！@81hm81 がんばれー！！！！@oRUoERomBnXYRGk  がんばれ
B @hapinatu4168  1111ｍいけるよ！@Y3dXBCoffWdxYry ふぁいとー！@yuta82670895  ファイト@tm521330  がんばって！@hagaki5 エボルタ君、君にしかできない。頑張って！@iyosatuma 
がんばれー% @shirohan777 頑張れ～！！@pKbe4liLwe5Rhi5 応援してます！@shigege106 頑張ってねÄ ！@sora69515796 チャレンジ精神がすごい！@1001_0220 がんばってください
@nodonodo66nodo  頑張って！@nano_envi エボちゃんファイト4 @Jasmine80088008  頑張れ！@pyk_yade07  (ﾉ+ヮ+)ﾉ*."ファイトー) @c4zSa4eTJOcCawa 頑張れ！@starringo555  がんばれ！
@karish56963280  頑張ってー@onigiri63251851  頑張れ@1962take1103  がんばってね！@juri3_pdx 応援してます@yomoyamao いろんなことに挑戦しててすごい！頑張れ！@30pooh 毎年恒例の
エボルタNEO君のチャレンジ達成応援しています！頑張れ！@xxyoshiki999xx  がんばれ！@korin8511  頑張って@712304rm  頑張ってー$ ) @happy30non 頑張って@9_hitomin 頑張って～～
@daiboya33  応援してます2 @YOSIKAZ37762933 がんばれー！！@K53294321  がんばれー@good_speed02  頑張って～～(っ`･ω･́)っﾌﾚｰﾌﾚｰ!!!@usausa110727 エボルタくん頑張れ@alfie_160 
チャレンジ成功、間違いなしですよね+ 　応援しています+ @3737Giants  ファイト/ ) @akko_sansun  ｐ(*^-^*)ｑ がんばっ♪@1139sato  いいね@kimichyan1126  いいね@kimichyan1126  ファイ
ト‼@anankukudayo  がんばれ9 @seychelles_cafe  ファイト～) 頑張って～, @0520fujinori  応援してます！@tsukino_tk 頑張れ@mm21hbs  おー！がんばれー！ふぁいとー！！@erikosaaaaan  ( 
o≧д≦)oｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ!!@miumama1979 成功祈ってます。@mizu72400724721 越えろ@LMTSAsB1qvSc6fn がんばれ～！！！@kokoro100D 頑張れ@takasaita がんばって！りくちゃんより
@lapan2013  頑張って@2fdd92db1e6148e  頑張って% ( ( ( @ma_ri_ru_s0_0s  人類の代わりに頑張ってほしい@meow_et  がんばれーーー(^o^)@rokigori  頑張って♪@ginmama2  がんばって！
@masa3373masa  頑張って8 @kairu0141  ファイト！@chatagreen  楽しみにしています！@8_maru_2 頑張れ@r68261373  ふぁい！@WFO4dbxZ0QibufE  成功祈ってます！@k_garden 応援して
いるね！がんばってね！@burokkorimattyo 頑張って！@S_xHxxO_ ファイトォォ！！@Knnnnm06  がんばれ@si_chanxxx  応援してま！@hanachan70 応援しています@nnnujujuj がんばれがんばれが
んばれー！！！@natume_free 新記録！@jhonsenn07 応援しています@chizukokokoko 諦めないで！@cafe_angy 君ならできる！@I3BuEshXtfqObi1 頑張ってね！@chemimaron 頑張れー！
@NG_uver がんばってね！@Yst9Iunx87XGebt ガンバーーー@Ch03Mi 世界獲ろう！！@HENSHINtunnel 応援しています@chichizuzururu 頑張れ！エボルタくん！@comame_28 頑張って！
@nekomura5656  応援してます@aiue116  ファイトだよ！@25_pwit  成功してくれ！！@Tokuda_Edo  どんどんいくぞー！@miree_000  がんばれ！子どもも応援してるよY " @NDY0515 期待して
る！@uni5kan  がんばれー！@Rirakumama1103  頑張って！@pnksy644 ふぁいと！@rinriee  頑張ってね！@ToruYagisawa 信じてます。@4t2bnkd6mqeNCYy がんばれー！@Tarumarun 頑張
れー！！！@K60839116ad  がんばれ$ % & @hdck8686 乾電池2本で+ 頑張って+ @Ayayukichin やったれー！@bean2sprouts がんばれ！！@youkoaoi522 達成を信じます！@k_maki0007 
ファイト@ ; @ @mocchi_319  頑張れ！@tiwauu  頑張ってー@mitsugorota  世界記録達成をお祈りします。！@myoga0927 がんばれ(≧▽≦)@htkyxxx69  頑張って@mimizucl ｴﾎﾞｴﾎﾞｴﾎﾞｴﾎﾞ~~がんばっ
て@0isieoyaki  頑張れ！@39coming  がんばれ@k09657421  頑張れー@kotakoto1122115  頑張れ！@hapiee_ron175  目指せ、1111m！@rabbitmaple  FIGHT@Orfe_DScarlet  頑張れ/
@xMinamoxx  がんばれー！@suzuran07ma  頑張れー！@820x331  がんばってください!@hukuwoka  頑張って！@M3Ibi7xx81jvgAL 無理せずにね！@ButterOrgan  技術の勝利!@youneko125  頑張っ
てください！@nori1521  頑張れ～@kenchansukibai  がんばれー@proudmauloa  きっと成功するよ@9Yw4p30yn3fcrFu  (*•̀#•́*)" &&がんばれー@GCZnm5j0u35xY74  頑張ってね！！！@yy0929214  頑

張れー！！@marutamu10  がんばれ！@rrrrarrr  頑張ってエボルタくん@arimoka1015  がんばれ@to1529ta  Y(やれば)D(出来る)K(子)@snusmumriken_89  ファ
イト！@20080611Ryo  エボルタ君、のぼれー@makohito8  ガッツで！@TinyGhost666  行け行けー！@shenakun2020  応援しています！@hiromari15  それい
け@tourin11 がんばれエボルタ@naritamail 応援してます@mamama07070707 新記録に挑戦@rxanfini 世界目指して頑張れ！@OHgWrtLWKCubMQP 頑張

れ～3 @__situationO 応援しています！@zdiFMUszOexVeYY Fight!@nannekosan_10 エボルタくん、頑張れ！！@C6Xky39D1ckBgo3 ファイト!
@KaoMailmg  エボルタくん頑張れ～！目指せ世界最長！@trm18311212  エボルタNEOくん　頑張れ　楽しみにしてるよ@AA9T9LtTuaFqctc  エボルタNEO
くん　頑張れ　応援してるよ@AA9T9LtTuaFqctc  ふぁいてぃん2 @ma_mu_v  ガンバ@suu2ai ほれいっ！@04primula  がんばれ！@mariajinha  がんば
れ！@tky56125  がんばれー！！！！@qwert39393  がんばれエボルタ！*(°̀!°́)"@xLQtjvyYw3KbdgJ まだまだだぞー@timati003  頑張ってね、応援してます
(*≧ω≦)@Yukayuka1004223 ガンバレー！@hi_o419 エボルタくん頑張って! 応援してるよ@V6Aym2 ファイッ@timati02 強さ見せてあげろ!
@canbus0202  頑張れ！@yuyamada1104  がんばれー@Romeo20180301  頑張れ#(!•ㅂ•)!@togaritogari  頑張ってね＾＾*@nyankoma21  頑張れ！
@ZosX23WV4NSk0nt  応援してるよ@u7eFb7kATJpShfm  がんばれ！@___happy_days  応援してる！@kenpac12  がんばれ～ヽ(・∀・)ノ@hoshi5e5mon 
(!"•̀ω•́)" 頑張ってね@mimaru292  まだやっとん@timati03  がんばれ！@mie_pu2020  がんばれ！@dedede_2578  頂上は見えているぞ@kz1_kome  エボ
ルタ君　自分に負けるな@taka14tomo  君ならできる！！@peony222  ファイトー@Melonsoda2555  頑張れー！@coceesan  頑張って@9ytbgv8Q8tYfFOX 
頑張って下さい！@cielheart ファイトーーーー@hideking00241 生中継見てる！！世界最長記録、期待してます！！@kamenyun 頑張れ パナソニック！！
@maje_S210  頑張ってー‼@myym935  エボルタNEOくん、頑張って～) @chi_ko_11 頑張って下さい% ) @trickboy46 頑張れぇ- - -

@hawkscookie  頑張って+ @natsu_nnmy  毎回応援してますっ！！！@sweets_love5  ガンバレー!@paradiso_fools
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応援してるよ！@manasaopapa  がんばれ！！@NGBtXRjXKAGAibO  世界最長ファイト！！@mindy_noel4  全力を出し切れ！@moroyamazumi  今年も頑張れ！@shi77789te  うちの子供のおもちゃは全
部エボルタネオだよ！頑張れ！@U8wqk1RoWXcCSc9  強く強く@bb05923157  ファイト@mi2451373  がんばってね！@ume08880  頑張ってください@fSz422KF4kgKVjM  頑張ってね！
@0MKxP4fxrymqwZQ  絶対いける！@lotta_cafe  頑張れ@rockrockxyz  頑張れ！！@u847125e  頑張れ～% @robinribu  ガンバレ@heybunhoiaka 応援しています！@mamama47952187 応援して
います！@777mamama777m  頑張ってください！@mrmr0518mr  がんばれ！@mama37191  目指せ！世界最長不倒+ @asshida 行けー！@pontico16 ファイト@greenkzm 頑張れ, +
@abc543abc  頑張ってねー; @oJTtaKkoxYX6IGk  頑張って～！！@0110Peppe  頑張って!@sas_0515 がんばれ@ryoryon5  がんばれB ！@rrschococo  頑張れ～！！@BIk50jcBemoxn70  NEOく
ん頑張って！！応援してます！@apipi_dn2atlcam  頑張って！@shiroXkuro_usa  頑張れ！@hyjusg  頑張れ～@178mikan  頑張れ～- 楽しみにしてます6 @sipp29ri  がんばれー！！@kippo3  頑張っ
て！@risu51707209  これまでもこれからもチャレンジしていく姿に感動！　応援しています@happyraia  気合い入れていけよー！@kirakira116633  応援してるよ+ @shinsen821  可愛い@miray0322 
頑張って@tossi323  いけー！@ka__yaa  がんばれ！登りきって！@nuiyuichan  頑張れー！@umitakui  最後まで頑張れ！@osk51634  ファイト！@sae20050809  登れぇ@princessArcueid  頑張って！！
@ofuton_24  頑張って！@882fd  いつもありがとう！@4pbGvk07qZmPjpZ  なのね！@Yuu3901  がんばれ*(°̀!°́)"@walnut_kurumi3  頑張れ@xxxxcynicalxxxx  がんばれー2 @mi_lumiere  ファイト！
@Saku_MakeItHot  頑張れ！@ruru_ruaka  ふぁいてぃん@momotabetai315  頑張れー!@junjun_nan  応援してます& @Mimikokko7  頑張って- l @maikosandan  ガンバレー@ @microppi  ファイト
@rururu1237  ファイトー！！@shizuku373  頑張れー！R @naotanta 見届けます！@yugod_got ふぁいと！@d7momo12 頑張って～！@Aisumamamaru エボルタはマジで品質が高い
@tomotandey  がんばれー#( % )" **＊・@yuno08asu  頑張れ！@kinako_kensyou  がんばってー@rikachan32  頑張れ@ja_ma17  がんばれ！@zousama0912  頂点目指せÅ @himimaa388  頑張れ+
@hide3chanmen  ファイト@yopikoyopipi  やればできふ@mgmgmgmg33  挑戦がんばれ！最後までがんばれ！@Lhurgoyf_DQX  応援してます- + ！@mayupapa369  ファイト！@bcc_404  がんばれ
@kappebokujyo  頑張って　@hamsio2 がんばれ　@aoinomori26  がんばれ@810Gluck  頑張って下さいね。！@hamakawa1028 がんばれー/ @anaana_ma2027  頑張ってÇ @ryuchan85313573 
頑張れ$ % & @umi25umi25 頑張って下さいね。！@hamakawa0731 ガンバレ！@kt_reward 頑張って! 電池2本ってすごい! @naopkun がんばれ( ,˙º̬˙, )!$@cocobaniiiii 頑張って$ % &
@kuromisa201  きばりやす！@qMCfdWrfK3UkBbW  沢山の応援で登ってね！@ayazure きばりやす！@supopo_vic  がんばれ！@asakimu3  頑張ってね～# @yECHB0YNVOkgG12  頑張って%
@sanancoco5 応援以外ありえない@shake__saka 応援しかしてない@shake__saka 今年もお疲れさま！@19710809_mame がんばれ！@hambacon_86 ファイト/ / @takutaxtaxy 頑張って
@iZrIe8PbA7bPMxx  いつもいろいろチャレンジしてて面白い！がんばってー2 @nekkogurashi エボルタくーん！チャレンジ頑張って～@melomelomelon30 頑張れ！@yukinkoyukisan1 頑張れ！
@hcqqs000 フレーフレー！@3misoji0 頑張れ@greenyone000 頑張って！@nnnmmm0518m 頑張ってね！！@1fuuyuu4 頑張って！！@1fuuyuu4 がんばれ！@nosukenyaaan 頑張って！
@chibi_8906  がんばれーー！@HasHas0825  期待しています。頑張ってください@kiyokonon  エボルタ頑張って] @kerori1801 頑張ってね！@ahitokira 頑張って@harurun_2525jp 頑張れ
@RIYU140931  頑張ってエボルタNEOくん@naomi1121tsysr1 あなたの頑張りが子どもたちを育ててくれる！がんばれ～@haruto_aki  エボルタ頑張れー！@parsona02  ふぁいと！@jichi_nasi  エボルタ
チャージだぁ@ONLY_momokachan  エボルタ君頑張れ！絶対、成功するよ！@ZzWirZ7DpSsl5O5  家族みんなで応援してます2 (*•̀#•́*)" &&@chikinnanban9 高くまでがんば@Y7Ttz0TvnRKDRan 頑張
れ！！@eminchu29  ふぁいと@yomopapa0528  頑張れエボルタくん@cosmery_  着実、着実@okamiisanda  チャレンジ頑張ってほしいです] : 生放送楽しみですÉ @freedomsugi1011  世界記録達成
できますように) 応援しています% 2 @TanabutaDreamer 頑張れ！@TegAzit9l8Qy62F チャレンジファイトーÑ Ñ @ryoyamatai  がんばれーー！！@noeru3939  がんばれ@knm__76  己の限界を超
えろ@akande92746944  ファイト, + @maki_819  頑張れt $ ; @KmAtarYpIMnIRWn 頑張れ頑張れ！@omiryu1113  頑張れ@o_has0805  頑張れ～# @gongonmaru2  頑張ってください！応援し
てます！！@aiyutakajaga 目指せ、世界一!@duckfoot9898 頑張ってね@whEhpcbY27X8z7m 気合だぁー!!@ILV_NY 上がる@kimidor28467887 頑張ってね/ 応援してるよ3
@uDqQFHJCMM46KMf エボルタは世界一! @Mamimami0120 頑張ってください。@iQqMud38kSO6uoF fight@bag430 ファイト！@chilla42030201 世界最長チャレンジ頑張ってね！！
@emumin3655  頑張ってね@NANABIG_HAPPY  頑張ってね！@MARY86482537  ふぁいとです！@CMja96yeh  がんばれー/ @31Baikin  がんばれ！@asako_no  どんどん登って！@sta_yas すごい
ぞー、ファイトだー！@kanamanayo  エボルタNEOくん頑張って！@kina_neco_ いつも使ってる。頑張って！@US1sjDQDryKXIRP  ここまでよく頑張ったね！まだまだいけるよ。最後まで応援してるよ！
@rabbit201406  エボルタ君ならできる！@ray96938685  ファイトーーー！！@716nonizi  いったれ！@nanigasi_nanio  頑張れ@Mana727834305  ファイト, + @mamagirl115 がんばれ！
@Yonekura1979 頑張れエボルタくん!@miiihooo3434 がんばってくださいね！@alreco20  エボルタ君ならできる！！@DVXjQFPb4CrrjfO 世界No1目指して頑張ってねI @Rainbow358aa88  頑張
れ！@v5WbgEKrfgPSoZl  ファイト！@m_games01  頑張ってくださいB 5 @miyuki_atsumi  世界最長、がんばれ@yume215113  応援しています@BbSt5wT8yX0hQcg がんばれ@syou150604  ふぁ
いと@kusootokokimoi  がんばれー！！！@wVRC3BsuGXaPk  頑張れ！頑張れ！！@lonelydragon001  がんば@li2op92  ファイトー@yasu3807  とにかくがんばってください！@konotarou45  頑張
れー‼負けるなファイトー‼@natura94180961  ファイト2 @bairinsou がんばれえええええええええええええええええ@a39126179 目指すのはその頂のみ！ファイト！！@machine_soware いい
よー、いいよー！@sabo_sui  行ける！@Furarito_dokoka 最後まで諦めないで頑張ってね！@6i4ofDCM0Xhw709  がんば@azaz_tks  最後まで諦めないで頑張ってね！@614ofDCM0Xhw709  ファイティ
ン！！！@rosehip65679985  応援してます2 @YOSIKAZ37762933 頑張れ@Dxge5k5UVKfiSaC  かわいい頑張って@seraseeda ファイティン！@arfoekaki 応援してます！@wprEhTtgwWTBxq2 め
ざせチャレンジ成功！@Hirame_Magochi いっけー！@tensei_musyoku 道はつながっている@2wJt8oMwtYgSKHU がんばれ～@N6cEKn3tGs8gxnX 頑張ろー!@ycVtB56rnHk5bbu 頑張って
@Qac7W5lJFvUh2Qs  ファイトー！！#( % )"@chaiko55  頑張って！！@Mint31208855  頑張れ！@nekopan17  頑張り～@qJHFNsn5cRVgXeI  がんば@k05m08281  がんばってー♡@sainrt6  頑張れ！
頑張れ！頼む、頑張れ、頑張ってくれ！@yajisuzusuki  登り切れー！！@mk12mk  ﾌｧｲﾄｰ\(•ㅂ•)/！\(•ㅂ•)/ｲｯﾊﾟｰﾂ@2sankaku  エボルタファイト！！！@humimame  いけいけ～！@twimassa  エボルタく
んは偉い！@ro_zon1010 応援しています2 　頑張って下さい‼@abcauka 頑張ってください@BBMsZzlb733nvrj  頑張って(∩́∀`∩)I @CL22664982  がんばってね！@sweets_t 頑張ってくださいl
@mii0706judy  頑張って@723__ 頑張って！@e9_gu ファイツー@megurizumusuper  頑張れ@Z5Z9CgEuqHybcmA  がんばれ！@sachitan0619  fight！@_Maple0323  いいね@whatwhyto1  がんば
れ～！@suama2001  がんばれー@donkodoko  エボルタNEOくん頑張って@jonahjpn  頑張れーーーっ！！！@7n211769o1  エボルタくん、頑張ってねー！(!•̀ㅂ•́)""@You65273819  世界記録更新しま
すです，@giuDjvsQYdjAhg8  世界記録達成頑張ってー！！@sushi_karubi  優しくて力持ち　@ms47si8  がんばれ～W 2 ) @mayumina0115  毎回中継が凄く愛情こもってるから、応援している側も温か
な気持ちになる！頑張れ！我らのエボルタ君！@atsumaki1  行け～. @risaroses2020  がんばれ！エボルタ！@chieko0324  エボルタを全力応援2 @fuku_momomo  頑張れ！@loglestaigaw1  ええな
@gatoridesu  がんばれ！@pandahotel_BDO  がんばれ！@Marocat_maroyan  がんばれ！@rnhCqH1DVywM3bS  頑張れエボルタくん+ @eYKW8RnlCFCraDa  頑張ってーガンバレがんばれ頑張ったら
ガンバー！@9Vrszej4mkwyXbq 頑張って@yuyu100yu 頑張れ@ayawaaya  いつも頼りにしてます。@teru_niko22  ふぁい！！@kakaotyubo  がんばれ！@fumi8AB  がんばれー！@mirusyan  頑張れエ
ボルタくん@ototinman  頑張って！！！@huziminohiro  ファイト～@knsu36  頑張ってねÖ @rainbow_8538  ファイト@paulmiddle3  ファイト！@naranoabaresika  がんばです！@nontey  がんばれ！
@kyanmori  FIGHTーーー!@minidora_24  ふぁいと@ynayk11  頑張れ, @matamax3  わしのことは気にせず先にいけ！ｶﾞｸﾘ@LassieLucky  頑張れ！@K9T73  がんばれ！@X2M9n  エボルタNEOくんが
んばれ～☆！@_mchan  ファイト(ｏ^-^)尸@ririri99105259  がんば！@aedcbae  がんばれ@duffy_s_18  ファイトーーーー@24sa31da  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！ など@zane2056  頑
張ってね@Lta3X 頑張って！@coro_coroko がんば！@minako33203750 頑張れ！@VWZQUGNm7W3t0TT エボルタ君ファイト！！！@sachie928 (o$'▽')o$*ﾟﾌﾚｰﾌﾚｰ！@ex_yoo がんば
@tamara_nai  (!•̀╰╯-)"｡*頑張れ♬☆@romeorebirth  がんばれー！！@mocamoca56  fight!@000_yossy  頑張れエボルタ！@hitomi_love2  頑張って！@perfli0515  がんばれ@KENKO1F  力いっぱい
がんばって！@burokkorimattyo  頑張れ！！@marimaru126  頑張って頑張って！@ooooo83510072  頑張ってね！@happy_uparupa  絶対できる/ / / @rin0731rin 応援しています
@chizukokokoko  やれば出来る！@bowzuyama  頑張れー/ ！@yanagie9  ファイト！@RT800656571  q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@udonkunkun  ファイトー@lucky4_mk  ファイト@tamiri112010  がんば
れー！！@ponnntata000  チャレンジ成功を祈っています。@youyouyouyou197 がんばれ@emimamata  世界最長記録目指してガンバレ+ @E7Tp597 ファイト, + ファイト@ ; @ @PaKa928  頑張
れ@neodebusu  世界最長チャレンジすごい！@krkrkpmjn がんばれー@haru_p0n  がんばれ@Cemichanmama  頑張れ～！！O O @kuisinnbouvv  がんばってね～！！@yafyaf555 必ず出来る！！
@622Youki 頑張って下さい+ @i_am_yuuuuuuko  がんば@ginneeya  頑張れー, @Utan62896602  頑張って@patotoyuyux がんばれー, + @a_glayk  登るエボルタ君はずっと見ていられます4 頑
張ってーー& @mao0410kktdkdkk  毎回めちゃめちゃ応援しとるんだが…@juntsubuyakanai 頑張って@pipiyoyoyu がんばれー@direngrey575  がんばれ! がんばれ! @to_to_marin30  おめでとうご
ざいます@green83230384  頑張って@kazupikot クライミングC @sisia_d  成功して@etsu_kubo 応援しています@nnnujujuj がんばれー#(.(0*)"@GF4xBHoCui4Te0K がんばれ@810Gluck  頑張って
@kepipita  GANBA！@nobisuketorite  限界まで！@sarurucorin  頑張って！@yukie_co 応援してるよー2 @5fNvDRSYStVuMet 頑張って@tarokaet がんばれーーーー！！ガンバ！！@kiki04093 ク
ライミングチャレンジ頑張って！@Yosuke_Ozawa  できる！@sachie135793  応援！@at_tea  エボルタくん、がんばれー！@yupinosuke_02  ファイト！@SRTMcat  頑張ってね@mimaru2923  ファイト
@Rico1201Rico がんばれー@wur6r がんばって！！@34apps 頑張れ！！！@onI1tUyDqBz4DOp 上だけ見てがんばれエボルタくん@fuku0329soft がんばってね～！！@yafyaf333 君のキセキを
待っている！@iwakuni777  がんばれ、がんばれ！@qn_np323  応援してます！@seseritann  頑張れ～@yuarimi33  エボルタ君ファイト！！！@kose93379229  ファイトー) @mayaponunee4  フレフ
レ2 エボルタNEO2 @bb21bu48  頑張って！！@d_crusher 頑張れ～+ @misopotamia65  がんばれエボルタNEOくん！@YIMIvUEqBkpgEga  ファイト！@chatagreen  頑張って！@y_j_id_224 目標
達成だ！@rionarimasa  パワフルで長持ち！@beer_uso800  頑張ってね！応援おくります～@0815Manma  頑張れー% @tanukichichan3  頑張れーーー+ @AquamarineJam  ふぁいと！@mananeco 
ガンパレ！@pote_choco ガンバレ～！エルボタくん！@HNGD7N2zBMMmoIb FIGHT@vHqJNPNbTGD2UbD  頑張ってね！@tm_7373 がんばれ！！@rina08170817  頑張って@13bfJrRsvDpqtU6 
頑張ってね♪@G09020903 FIGHT@vHFQhkPEhlu1Reg いぇい♡@takeponagi15 頑張って@mimizucl 頑張って！@sakuraikouiti がんばれ！@yakiimo_oisi 頑張って！@makihisahumi 
nice@usatyann1313  頑張れ@_toyonaka_  がんばれ～！@Min47550993  がんばれ！エボルタくん！@mihara_air  行け！@kotetu69807937  頑張れ！@1995soyun1013  ゆっくり落ち着いてがんば
れ！@minminmint2020  応援しています2 @hipyorapon  頑張れ！！登れる！@S_T_S_1126_  ふぁいとー！@55angelheart55  がんばってー@happycat2018  (!"•̀ω•́)" ファイト！@masayossi_1412  
ファイト! @cafe215  がんばれ！@nemorin108  頑張れ@TAIRI201710 (●'д')bﾌｧｲﾄです@kokorokurushimu  頑張れ～+ @robinribu  頑張れ！@olafbrothers  ファイティン@maomao332 行け～
@naoko_bonheur  がんば！！@yjk96077334  ふぁいと@orudon1  がんばれー！@__luckysan  がんばれー！@romiromitant  (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%@lucky7chachacha  がんばれ- l @inufugu  応援して
ます@fishfishbanana3 がんばれー@ROU8982 頑張って/ + @tamagoyaki2016 ファイト@makiys581171fys 頑張って- + @ChieJam1020 ふぁいと@nyacacao ヨイ
ショ!@KgTUILJzdWaN5CR  一緒にがんばる！@nnnikochan  きみならがんばれる！@sirobut  頑張れ～/ @ken_chan_jr  ガンバ#@suu2ai q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ! q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!！@Golden_Puu3  世界記録が
出るよう応援してます。@mrrbro エボルタ君、すごいなぁ、頑張れ沢山応援していますよ@OUjnP3fIrzGyEvj がんばれっ！@pinapina070 1歩1歩がんばれ！@e3K1sezVOVSFlwm 頑張れ！
@newspapersub2  がんばれ～@3CbDvWwbgoD5pE2  応援してますB @shurichan0802 ガンバレ！@Onion_Cats 頑張れ！@igemusu  がんばれ！@39Q2yLVocDzpZ8i  挑戦の日がだんだん近づいて
きたね。当日のコンディションさえ良ければ絶対だいじょうぶ！かぐら\ Fight Together@kagura91006239 スゴイっていいたい！@kazu1975kenken  ふぁいと！@satu555ki 
がんばって！@lincoln212  ファイトー♡♡@sakiron113  応援してます！@emiko_cocoa  応援してるよ/ - 3 I @mocaron777  がんばれ@green6beans  がんばれー
@kani000200  これからもよろしくね！@naunow123456 頑張れ！応援してる！@ptw_gjm_ad エボルタくんがんば@coffee_Pudding  頑張ってね！@HARUichigo15 
頑張ってね] @mu33103438  記録達成応援しております，頑張って下さいね. @zPtgAlILoopEYXZ  頑張って下さいs @ba_by55  がんばれ@ponpon07kt1  がんばっ
てね！@Jurik0M  頑張って！！！) @8V2nMBBs5OWwzZ5  ファイティン2021@ritz_001 最後まで頑張れ@H101Yuko 応援@aki_o_onigiri  エボルタNEOくんファ
イト/ 4 @happyfishchan 頑張れ！！@178kurumi がんばれー@Q6wqeo49Vk8IRE3 がんばれ%$,,@tomy_melody がんばっ@nyans_mr がんばれー
@masami72123767  がんばれー@smapmasa312  がんばれー@Disneyl0veDuffy  のぼれえええええ！@xfv4jz  頑張って@mimaru292  がんばってーー8
@AKASATANA000002  堪えろ！@HarnHirn  エボルタNEO君がんばれ！生放送みるねー@tomomi12ao24  チャレンジ応援@zagu24541259 好き!@matub4511 
ファイト, @QJWLeWbL12l3jP3  ファイト！@lalala315sun  がんば@iineEXTRA99  どれだけ行くのか楽しみ！@emilin_k あと少し頑張れぇ～@monnmon0524 
頑張ってね@masa29126 エネルギー満タン！@tedey1213  がんばってね@D9xYsIvO4s2zccS  頑張れ頑張れ@new20124069  がんばれー！！@monchan4129  が
んばれ～@takosuwarosu  がんば！@to_omorokoshi  FIGHT@9j19Jhj7rsFDjRO  頑張れー( *́"`*)!"@pipirupiruxx  お上手です！@masaomi61982262  がんばって！
@anco13316205  楽しそう@oZSmCjwkqyxWiTU  がんばってください！@unkochanman4213  エボルタくんがんばれーーー負けーーーんなーーーーーチーカラーの
かーーぎりーーーーいーーーきてーーやーれーーーーー@wawawa0723 頑張れ@sujupendayo がんばれー@mina34331458 がんばれ@mari161206 頑張って
@mari161206  目指せチャレンジ！@Achiro1234  gamba@flyingkiyo  > 頑張れ> @tousenmatsuri エボルタくんがんばってね@saveme24275 頑張れ～！
@yuyuyumiso めっちゃがんばれー@c362wfl0OelVLHy がんばれ！@e1ywkeZMYcskqbz おめでとうございます@maruneko7878 がんば@Ue8255 頑張って
@VvNwfvV  がんばれ！@chirukyu  頑張れ～@naoki73  頑張って/ ) @gomakanakana  1111m力の限り頑張れー！@minto_otnimX
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ファイト(!•̀ㅂ•́)"！@pulupuluf10  ちっちゃい体でも頑張って!@isyumi  頑張って～！！！@iaiosarusandayo  いつもいろんなチャレンジ楽しみにしてます！今回も頑張れエボルタくん！@Umasupa11
ふぁいと！@tomo4998  がんばれー@bettaroneo  できる9 @karasukiboshi3  応援してます。@dammohermes  がんばれ4 @kokoroAloha  頑張ってください@happy1014y  すごいね！@catmalfus 
がんばれー！@menkayaku  ファイトだー！　頑張れー！！G G G @akirin_rin_chan  頑張って!@sas_0515 かわいい頑張り屋！@koudelkacity  がんばれ～@phantomluken  がんばれ！エボルタNEO!!
c / ) @A_wish5ss  (/・ω・)/ガンバ！ガンバ～！！どこまでも登れるよ、天までも☁@moririmomon  頑張って！@hirot41046787 頑張って$ % & @Nekopyon2013  頑張ってね@Yomogi0501  す
ごい！がんばれー！@imoko0630  頑張ってください/ @karubimu2  がんばって@05310616kappy 頑張って@mimi456213 多くの方に広まりますよう応援しております。/ # I ) 2 (  ･#･ )%$%゛2
) I # / @BOSSyuuyuu3333  頑張れー！@ysk_ngo  頑張れ(*‾0‾)/@maruru_pon  応援してます2 @a1127n1006   ﾟДﾟ)＜がんばれ！@03owl  がんばってね！@meruka_merumo がんばれ！エボ
ルタくん, @111memememe  がんばれー@hanako9502  がんばれ@mmmmm555e  とにかく世界一になれ！@YNakagaw4  がんばれ@mmkkpp31  エボルタNEOならできる!!@aris_k5569 電池切れし
ないで頑張って！@YNak00419853  頑張って@3J18wMGqNMUW5F9  耐えてー7 ) ) ！@ayurou89  応援ね！@ruiru_jj  頑張って@rinrin238 ガンバレ@green414amnos 頑張れ～@japonecurry 
ふぁいと@emiria71  がんばれ) @L45072546  ファイト) ) @22rimarima22  頑張れ！@yuchan874  1111メートル⁈頑張れ！！@NBFR8OuEEsGL7sL 応援！@Ayap1ne  ファイト！@aza235711 
応援しています) @0n_non_non_n0 チャレンジする姿が素敵4 @koppiappi がんばれー@mi_mon_ 頑張れ！@_prizewinner がんばれ！@rip09502203 頑張るのだ！@_en54 がんばー
@mimi06160224  がんばれ@cdr3941  頑張ってネ(́◉>◉｀)@hkhkkairo  応援させて頂きます♪@mikan3723  頑張って！@meganeak  クライミングに挑戦がんばれ@upuppoooo  がんばれ！
@dkhk_tbyk  がんばれ～I @sakura25251 がんばれー@sasaramisaki 頑張れー！！！@udonkokko 頑張れ, + @abc543abc がんばれー` @mo_chan_mommy かんばれ！エボさん
@mamamgogo12 イケイケ～@r5qvf1mHMnhEoqD 頑張れエボルタ！@POPONTAxx 気をつけて^ @amanoga34024048 頑張れ！！@access0909 ファイト！@keikozousan 頑張って！
@tanikodesuv  頑張って下さい!(*^^*)@mao_riechan 当たりますようにÄ @db__yuzu  頑張れ@yokoyoko6666  がんばれ@xambula  頑張れ@cpfmod4CAJ9QUC2  がんば@chiaki19900105  がんばれ！
@nosuke_bon  がんばれ# @50naka123  エボルタくんの動き何だか応援したくなります。頑張って～～～@3_mio_8  クライミング！がんばれ！@C3I0hWZWzBJ8XS0 がんばれ！@carpediem5402  新
たな挑戦おうんしてます！@akiblue2 ガンバレ! @kabichandaisuki  ファイト！@x1dreams100  応援してます！@olyk0315 ファイト‼@myym935  ()◉∇◉)< がんばってね >(◉(◉()@hihihinohide  
頑張って# @osonochan1212  やれるぞ！！@tiwauu  全力応援！！@achasii  NEO@cakecaketea  がんばれ！@nnnmmm0518m  頑張れ@kanasubi_0125  がんばって♡@ksysk2018 ファイト！
@jsgLIeCjVbDpPji  がんばれーーー@toshiaki0727  ケッパレ！エボルタNEO君@kazszak  がんばれ君ならできる@isayuchan 応援してるよG @tomochan3411  頑張って(*́˘`*)♡@kokin171 ファイ
ト！！@pina0725  がんばって@aiko_901_aiko  頑張ってー！@mikapibarasan  可愛いけど頼りになるね+ チャレンジ応援してます- @ebinyan_314  エボルタしか勝たん+ @N_A_738528  おうえんし
てます@6six_m  がんばって！@sumire_eri やればできる@firefu4052456  がんばってね！@kicchugawa 世界記録を大幅に更新だ！@myumyu9214791  こっそり応援@smilede55m  頑張ってね！
@FjTosk がんばって！@bjxkU0WpBrozbau がんばれ‼@okagesamade50 がんばって@sumomo5885 がんばれー@gggoooLLp 応援してまーす@9997gafa がんば@korokoromooo ら
@mouhuu8464 頑張れ！@seiko731 ファイト@checkpapa405c がんばれー@9996gafa がんばれー@snow_tra_ がんばれー@SdslLuNex95f2so 頑張って@genki10016b 頑張れ～
@motoyamaimakawa  ガッツ@hina312mama  エボルタ君小さいからだでとても頑張り屋さん@yako_ahokoki  ガンバって！私も頑張る！@ha15sh  頑張って@17tsuna ガーンバレー@9994gafa  がんば
@yukitoryou  がんばーれ@9993gafa がんばれ@VrhYAG5SmMj86S4  がんばれ～@kitty202022  がんばれ！@tm7415  ふぁいと@726719r  p(^-^)q@mofu2021  ファイティン@makiaya0921 がん
ばれ@korokoronozomi  頑張れ+ @kkoityeotmuaru  がんばれー@greatgirl9991  がんばれ！応援してるよ！@yuyuxx22222 ちっちゃいけどタフなやつ！たよりになるね！@issi_0410  頑張って$ %
& @natsuakifuku  ファイト'@sakura_saku1974 頑張れー！@mithukiaka  ファイト@chanchan1122  がんば@nokinokinokomo  頑張って@uver_chqnchiii がんばーれ！！！@bobochan_mam がん
ばれ@sakasaka117117  エボルタくん頑張ってください！@amizouamizou  がんばれ！@jijikunjijikun  頑張ってれ@bunojapan がんばれーG @baby_mana9  いつも応援しています2 @miyuu_2016  頑
張って@yupararat  応援してます！生放送楽しみ！頑張って！！！@amenoato_  がんばれ！世界最長クライミング！@__happy_days__  頑張れ～@randw358  ( !˙" ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ@sachicoken  頑張って
@oqQADUVVpUu7m1x  がんばれー@totayoritota  がんばれ！@miiii_0712  エボルタNEOくん頑張って！@sakura10905  登ってる姿見がかわいい！頑張れ！@Elenakens  フレーフレーエボルタNEO！
@SI7kzcYx1KaY2Oq  頑張れー！いつもかわいい姿に癒され元気もらってます。@n0511s_m_s  頑張れ～！@leaq32_lani  頑張れ+ 世界が君を応援してるよ+ @19860511Mu  頑張って！！@da_da0000 
がんばれ！#(.(0*)"@SuperDelpin fight$%@tbs_02830 上だけを向いて頑張って. @QA5oLP4fubPxnv9 fight＼(^o^)／@niki112200 ファイト三発@shunsoft1204 がんばれがんばれ（≧∇≦）
@michiakiko  頑張って！@hi_o419 頑張れ！@4lLmwOFB1ItgPfM  頑張れ@poohfooh  頑張って@miimiimii000000 がんばれ！@RISErise777  よし！いける@tlqTSxRIgdNCmQu 頑張って欲しい！技
術とエボルタがすごい事を証明してほしい@agent_lock  ファイトー(*́∀｀*)尸"@sh1ch1henge  頑張るデース! @kuhio001 頑張って～！！@engawa_06 がんばって！@aluaru フレーフレー！
@kayah12009076  がんばれ@fish11733547  あと10日でチャレンジですね！頑張れ/ @perfect_kiss_  がんばれ！えるぼ！@sato567890 ふぁいてぃん！@yuuka_hu  いけいけがんばれーt t /
@lucky58mo  頑張れー！@maaasan0809  気合いだぜ@pxdjx_  がんば@mitsu5153  がんば！@fuyusametyan  がんばれ@MT3TypeM 頑張れ！@XgTeso エボルタくんファイト！！@otakara_3939 
頑張れ@suihu3  がんばれー@byoruxx23  今回も頑張ってね～@r___t  頑張れ、エボルタNEOくん/ 応援しています2 @77fnAt  さあラストスパートだ！@y5ZbnqusjqGKDhP ファイト！@kaapiii82  健
気な姿ステキです！頑張って！@FavoriteAprio ファイトォ！@eri3261  ファイト@chocobananachip  がんばってね～！！@p06do 頑張れー！@1543215a  陰ながら応援いたします@cm_tes  ファイ
ト！頑張ってください！@D1230LV  頑張って　@doragons11922  ガンバレ@actio15  (●'д')bﾌｧｲﾄです@youmym111  ファイ@ryt454  ガンバ@123infinity_  頑張れーーー！@yQqBlxDnFdSFZ0Q  が
んば@mhsangm がんばれ@zabieru1111 頑張れ～@mydakota55 ふぁい！@RossoP19 頑張って@mitsu7372 頑張れー！@sakusaku010616 今年もチャレンジするんだね！@0413222a エボルタ
NEO君頑張ってp(＾-＾)q！@ake_4649 ぎゃんばぎゃんばぎゃんばー！@funatowin がんばれー応援してるね@357pq 頑張れ！頑張れ！頑張れ！@b9SwPLDIthaGyvs ファイト, + @ukiyuki28  がんば
れってー！@onigirimom1 がんばれ@kamimitsu2 ファイト！@knwn724 がんばれー！！@shin5kita がんばれ@yoshi9818 お@fulful128 Go for it！@nB81vqoKQ8ZpsBb ガンバレ！
@choconochoco  目指せ新記録！@shoko_rume  応援します@ccyamato  頑張って！@fluffy_snow1125  頑張って(*^^*)@marble_marble20  頑張れ|•'-'•)""@dmja2378  1,111m！世界記録達成信じて
るÜ I @ringokarikariu  頑張れ@lily__2021  頑張って登ってね！@hirohiropyon  頑張れ～応援してるよー！@YN46fan  応援してます！@akikkkk またがんばれー！！！@dd2211ddd  ！！@t0ky0_inc 
応援してます@kokoannomoto  まだまだいけるよ！@harunario  エボルタNEOくん、頑張っ! / R @Air_Suzuka  放送楽しみにしてるよ！がんばれー！@llamambo 頑張れt $ ; ！@wakasakome  世
界記録目指してがんばれ！@itoumiho3 頑張って～応援してる＾＾*@nyankoma21 がんばれー@pyonsantasan いけー@puchi77chin どこまで行けるかな？@naoc_vov 応援してるよー！！！
@mariri09270  頑張れ～*"(*́˘`*)"*@kajyuym  頑張ってね！@xx2mas1  おめでとうá エボルタくんA ) % ) Q @komomo_kko  ガンバレー！！@okada_0kada がんばれー@ ; @ @hutyura  お
@rira_kuma555 がんばぇ～@a7act1 ファイトー, ) @pontatokonpeit1 君ならできる！@chocolatsmile55 いけーEVOLTA@maskman35091556 エボルタNEO君応援しています！頑張ってね
@maachandesuyo 頑張って((((? 7@+ * ? 7@+((()) @mizutama_ok ファイト@and_app 頑張って@campregift 特にない@akiwanko11 頑張って！@shiroXkuro_usa 頑張れ！@brook0316 頑張れ～
@mizuho2010  頑張ってね- @hsy3524  お@rira_kuma55  いけーーー！！！！！@Soul20130404  頑張れ！@r1z2OR5dzki1cu4  がんばー@nop_upa エボルタ頑張ってね！@amoamo07 エボルタく
んがんばれB 2 ！@piraniapi  頑張ってね！@0_12love 前に東進の未来発見講座でエボルタくんを見て感動しました！！今回も諦めずにがんばれー！！@yagi_yagi_ya 頑張ってください(*'ω'*)応援メッセー
ジを入れてね！@qoqoq11  T @Yujin_03 頑張ってください。@papa2017mama  もう一歩前へ！。@jmcpd715  今年も！頑張れ！！@croKenshow ファイト！！@milktea337  頑張ってください。
@kaimama2017  頑張ってください。@kaimama0919  がんばれ！@12demo_nemu  頑張ってください。@mama1212papa  エボルタくん応援してます@kerinrinrin エボルター！いけー！@yunoyuzu 
チャレンジを応援しています- きっとできる！！@hirochan475 頑張ってください。@sakuken2017 頑張ってください。@kainrip2006 エボルタくんガンバって^ @momosuke0111 ガンバレ‼
@m8853013390 何時も頑張ってるね！@sonobadeataruyo 頑張って～] ！@MaiH1215 ご活躍に期待しています+ がんばれエボルタくん！@diamondred44 がんば！@tanipii_yu_ka 頑張れ
(≧▽≦)@7stmwhitty ファイト～！@kushi39 子どもたちも応援していますs 4 (AｖA｡)@winezirp777 1111フィーバーà @peacecinemama 応援してるよ@mayoko2021 がんばってね～！！
@apporos01  フレ～フレ～3 @captaindeer722  行けええええ@172148u  がんばれエボルタくん！ファイト( @pinkdia23  ファイト/ ] @88888o88888  絶対に大丈夫。@hiro67144518  がんば
れ！！@apporos01  fight#( % )"@J6Njj2pT6X6C9iI  頑張れ@Requiem_n_  応援していますよ? @beatmango  がんがれ！@NoiseDeR  頑張れ@yonekne2  がんばってー！@erinyuso  ファイッ！
@kuro0012  頑張れ@O4mZoCrGv3Ma22b  がんばれ！@mltare  頑張れ！@1_flowers  新記録に挑戦！！！% @TChildken  ガンバレ！@lzgil9v  行けるよ@nonsubaccount  大好きですÇ I I
@cakokakomirai  頑張れ頑張れ2 @Upyon4 エボルタくんふぁいと！！@kafemanteia  がんばれー@boringbowring1 頑張れ@KinnikuThatcher まじ泣けるんで、頑張ってください+
@SNV5Nt918TqVPl9  ゆっくり頑張って！@sircrop  頑張れ!@seimeinori  頑張れー！@chobikke0331  (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%@beat_edge  エボルタNEOの底力を期待！8 @KaomojiJapan  エボルタくん頑
張ってー) @gakotw  エボルタNEOくんの底力に期待してます(*^ーﾟ)ﾉ@harukanaworld1 頑張って@hhmatsu go! fight! win!@Ok0t9MnjYHireHC 5 @poimin_  応援しています！@cherryblo01 頑張っ
て！@arimoka1015  ふぁいてぃん@pupupuri66  登り切ってー@daGaz8jeAueqcxR  今後のパワーアップも楽しみにしてます@iskw_hiro 私も頑張ります。@kuroi_nekoneko やれ！！@mini_ahirunoko 
がんばれー！！@itosyusuke88  エボルタならできる@tkokorokorosp 頑張れー@secretkey7  頑張ってください！@iwashi_iwash  頑張れー！@yahoi__  ガンバ@itocats ファイト@mikenekonopiko  応
援しています- s @nacchanTw エボルタNEOくん、君ならできる！がんばれーâ ) @Assar36 ふぁいとー！！@ZgBlhuURetruD8p とにかく頑張れ@RockdomLED エボルタNEOくん、G
@akogare2020  頑張ってください！！@qikq_s2  まだまだ！@newman_jp  まだまだ行ける!@oyome_tan4  がんばれ＼＼\\#( 'ω' )" //／／@satoka21215914  皆んな応援してるからね2 頑張れ～+
@walnutkurumi25 今日も沢山進んでね@geckos2012 がんばれ～@noburin_smile エボルタ君がんばれ！！@Tony47145928 頑張って| @AtaRu_kime830 頑張れ@H101Yuko がんばれー！
@waaaaanya  目指せ世界記録！@UGS__327dh  頑張ってね！@roko1212 ふぁいとー！@runrunchi3  応援してます) @y_j_id_224  頑張れ！！@piano13579  頑張ってね@Ch03Mi ファイトーいっぱー
つ@JUN69552785  ガンバレ！エボルタくん！@jikyo50 頑張れ!@komaikmi  がんばれー@ ; @ @kumi_d  世界記録目指して頑張れ～@euB0g4irQfeeScD がんばってー！@ma_ru_0908  記録更新
@soliquac  エボルタくんかっこいい！がんばってね] @lilylovespoints  頑張って下さいね。！@hamakawa1028 頑張って下さいね。！@hamakawa0731 がんばれー！@umemilk0821  頑張って, ;
, @koala_wombat  ふぁいとおー！@hal22639  がんばれ@mvmvayic  がんばれー@tm521330  がんばれ@gudon  がんばってね～！！@ifug21 エボルタくんがんばれー+ % ) @uenokenshouen  が
んばれぇえぇー負けるなぁぁあ～@HappyKiwi  ギネスを狙え！@n_n_v_v3  がんばれー@watashinotameno  ふぁいと！@flappingPuffin  がんばれ. @sana2020anas  頑張って下さい。応援しています。
@tomopocca  がんばれーーーーーー@sa_tl_  (っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!!ﾌﾚｰｯ!!@k835o2_M  BB (" ́・ω・｀ )% CCファイト# c ！@55zousan  ファイト！@lovelily24  行けーー！！@HH68078251  がんばれ
@workatworld  応援してますがんばって！@tanpesochi08  すごい1 ) がんばれ～！！@snowlife__  頑張っててえらいねー@foooo_kyun エボルタくん、頑張れ～@hareten  がーんーばーれー@G176y 
Go! Higher!@kenjivv  がんば@kogitunejp  大好きI (ｏ^-^)尸頑張ってs @fukutan6 ふぁいとぉーo(^-^o)(o^-^)o@sweets_love5 自分に負けるなR がんばれエボルタくん！@elmokun しっかり！

@konohana1341  がんばれー！！@nekosogi6  がんばれ@tomo00625120  ファイト！@kisk0416  eneloopに負けるな!!(笑)@1fuzi_2taka go!@debifjn  がんばってー！応援
してるよ！@kuma_mocha 頑張れ！@hir__318  ガンバ@KenSyou_Oubo  登頂祈願！@t2461980  ガンバレ！@arvvel8 ガンバ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ@tommyaries1225 応援してるよー！

@kishi_511_fg  頑張って- @maikosandan  頑張って@sumizumi555 がんばれエボルタ@yulego11  ファイト！@sugipaya  1111mふぁいとー！@hinazzzz  応援してま
す@Kireheis  がんばれ！@bebe_neco  がんばれ(っ`･ω･́)っ@atali_masu  がんばれー@kyorokyoroma  ここに応援メッセージを入れてね！@tTvOzCOrwrdIptS  きっと
いける！ 大丈夫！@PetitOyabin  頑張れ4 @_mm___mmmm_____ 頑張れー！@mona4351 頑張ってくださいください！@milky_8787 頑張って下さい
@ToruAmuro_FFBE 電池の力を見せつけろ！@fumiiru ファイト! @hdts5305  がんばえー！@katsu_don5959 ガンバレ@Firesta21532773 エボルタがんばれ！
@p_panda_pp  頑張れ～@a_7_118  ファイト！@shionhiro  応援してるよ@musyagan  ファイト！@IchikoManbou  がんばー@sadakichisuper  がんばれー, 小学校
の時、棒登り苦手だったなあä @OrsaMaggiore777  頑張ってね！@55peacelove 頑張って@nobuhaqua2627 頑張って！@naochan0114 がんばれ@ane5ma  頑
張れー! ! @HSgame0  かわいくて仕方ない@kumelong  がんばれ！@red_fish555  小さいながらもパワフル！@JulineAngel8110 頑張れ～(^-^)@madoka1961 
頑張れ！エボルタ！@mariko03273  今回も頑張って！@Hitomin0624 成功しますように応援しています@AONe5btdjqCokyb  がんばれ！@takasugi_ichiko  さすが
エボルタ！！@greatwoman1999  エボルタくん頑張ってーー@loas123456789  がんばれ+ @9991syukatu ガッツだぜ@PSN55248252 ふぁいと！
@SUKIYAKI_COMEON おうえんします！@g098980g  エボルタNEOｸﾝまじスゴイ(* >ω<)@Rurihairo1  がんば！@nobita_iiyone  ガンバ！@hetare666 がんば

れーーー！結果が楽しみ！@Rs95350012  (●'д')bﾌｧｲﾄです！@apupuapupunapap  ファイトだ！@ps4douga777  頑張って！@mmryyk  がんばれ
@penpin_gu  ガンバルンバ@KZ50166641  カッコいいぞ！@Bluescute1  がんばれ@hiyokocan1gou  頑張れ@masao9595  がんばれ@abonotw  NEOく
ん頑張れ☆@Ryusei_0506_win  よく頑張ってきましたね。この調子で頑張ってください。応援しています。@tatsuessai  頑張れ！エボルタNEOくんなら出
来る！@kira2451pan  がんばれ！@Amane31640420  諦めずにがんばって@yooooshac  がんばれ@umipuri
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頑張れ！@yu_yu_jojo  頑張って！@kabbasaaaaan  電池の底力と威力で記録達成！ガンバって！@saku08052  ファイト！@brangelina163  孤独な戦い@prisonereva  クレイミングチャレンジ応援してま
すã @sam28091933  応援しています@m59i6  1111mチャレンジがんばれ！@naa_o8v  頑張って@kaz_815  がんばれ！@cccmto  エボルタくんファイトー！！！( % @3RobinRobin3  頑張れ(́▽`)ノ
@6inchgrub  スゴイ！がんばれ！！@aki_o_onigiri  NEOくんがんばれ！@naominao703  限界まで頑張れ@pomeranian5687  がんばって～@qiora14  目指せ世界最長！応援します。@rhzkwgkn  がんば
れー@wana1030  がんばれ@nekonowl  ファイト    q(^-^q)@No1Tenmon  世界最長に挑戦なんてすごい！がんばれー！！！@mgmg_123456  がんばれ@ka6mak  エボルタ行けー！止まるな！進め！
@ktnhk2z3nk3  頑張って！応援しています！@zraqgvefm1wabRl  もうちょい。@UNIKA1203  エボルターッ！ファッイットー！！@wide_hiace926  がんばれー@akamidori23  頂上目指して頑張ってく
ださい！@Pjfbbj06GwmQaaA  頑張れ@AICHI471  頑張って！@T6559  ガンバ！！@can3zon  がんばれO @tumo76551699  ガンバッテ@cinemamono  頑張って！@yamahiyo88da  もうすぐ！
@dislika  頑張れ！@nekomazi  がんばれ！@pinkkikikiki  頑張れ～@fi8LeL6aFTbTdI5  自分を乗り越えて行け！@OsamubinLaden  頑張ってください！@GhostSwat_Mask  ファイトです,
@Ss_Ka2_efwea  頑張ってー！応援してます！@ZfYeUR9jXQPbRuK  エボルタ頑張ってください_(._.)_！@1117yukimaru  これは楽しみ！@maruha  頑張って～！@5e920dbe45ff473  頑張って
@nijihana410  頑張れ！@yakk2024  ファイテン！@gupon29  がんばれエボルタ君@nnkzms  がんばって～！@Christie114514  がんばれー(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ！@hyihyihyi3  頑張って頂上目指せ@BU97806705 
がんばってね！ファイト@esora_ran  コツコツ進め～@wAFxhv2kou9NHZy  世界最長応援しています！！@po_ke_ki_chi  がんばって@Uni7171  頑張れ　@haguremetal999  頑張って！@dkad11  がん
ばれエボルタNEOくん@Asuka0188  ガンバ/ @BBB48124871  エボルタNEOくんがんばれー！@nevadillo_lanco  がんばれー！がんばれー(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ！@himawarin333  頑張れーI @yuuri68966498 
EVOLTA Neoの力を発揮すれば登れるはず、頑張れ@DuoTGSh  応援！@kyo100kyo  (｡･ω･｡)o"ｴｲ(｡･ω･｡)o"ｴｲ(｀･ω･́)ﾉ"ｵｩ!!@10mamaru  ちっちゃなボク応援してるよ。がんばれー！@g8001030  応援
@AmaneS1001  頑張れエボルタ！@url_ok  エボルタくんガンバレ！@kurutontakoyaki  頑張って@9PhVNwakodJOu0J  君なら出来る！@hiehieshampoo  頑張ろーな！@gotak_84  がんばれ！応援する
よ！@vxBlYUJSxUtbYsQ  地道に頑張る姿息子と応援しています% 息子は電池のことをエボルタネオくんと呼びますå m ) @hellow_nicoharu  ファイト！エボルタNEOくん！　@gaoubox  頑張って、登
りきってください@NeoTGSh  頑張れる！@44_XLIV  頑張れ！@5d_juri  がんばれー+ ファイト+ @namicyanmax  がんばりや@nicekazan  (" •̀_•́)"ガンバりましょう+ @korilakkuma1225  必ず登りき
れる！応援しています！@hanakusooyabin1  気合いだー！！@tomoemama178  頑張れ！@nzm__pipi  頑張れ！@meshirohaseigi  長いコメントを入れたらたくさんうえに行けるのかな、エボルタくん
が　ん　ば　っ　て　－　@SerperiorLog  頑張れ@monmonmonmon405  がんばれ！@come4129  やれば、できる@papa19821009  頑張って, ; , @kirichan_naomi  頑張れ～ぇ@tigersfun51  達
成出来ますように願っております6 ファイト, + @FV45ZCRwLlwnS0e  世界最長記録目指して頑張って！@happy_cecile  あと10日ですね、がんばって) @nakaseichi  がんばるのだ@yamada81y  がん
ばれ@rzat0  エボルタがんばるた！！！！@lark9991  頑張れー＼( 'ω')／@K60839116ad  最後まで頑張って！@foochan3974  頑張って！登りきろう。@S_xHxxO_  エボルタネオくん、息子が大好きです。
頑張ってね！@rcBETpiDeRfr3mF  頑張れ!!エボルタくん!!@risacopal25  小さな大きな力！頑張って～@OnStyle77wish  エコで環境に優しい。@ishiharakohj  頑張りましょう@L9uJMyex5I1ihaw  がんば
れ@pointpanda  頑張って下さい！@L3OiGqtUGnccdDf  いつも息子と応援してるよ！今回も頑張れ, エボルタ君！@Yuki_sane2016  ふぁぁぁいと！@nyan2_gao  最後まで諦めずに登れ！必ず出来る
よ！@9G784y0CvFBgwyv  世界記録出してください！@pakachan999  がんばれーーっ！J 　@98_1001  頑張れー*\(^o^)/*！@ask0307top  頑張れ頑張れ/目指せ1,111@suzumeww  がんばれ！
@wa19ka  応援してるよ！！！@chika060102  頂点目指して駆け登れ@LiPPS_amy  がんばれエボルタくん!/ ！@dorayukikun  (*́∀｀*)尸"@y_2265_114  ファイティン@SHOss0717  世界記録期待し
てます！@pokanatsu  がんばれー！@formaggio23  無事にね達成してね@vokudoraemon33  頑張れ！@kshrwj  応援してます！@Mongolia0602  絶対成功L @akkachan0821  追いつけ追い越せ！！
@mvoaiz  頑張れーM 4 @natsu_kp_  がんばれ@tontan_chinsuke  かわいい見た目なのにハイパワーで思わず応援しちゃいます。今年もガンバレ！@c50bn8  新記録期待してる！@0G2QEG6LjhTLa6u  君
なら、やれば出来る+ @manekinyannyan1  頑張って@dpagtm  頑張れがんばれ@kk3110  応援しています? @sweetbmw3  ふぁいと～～　@super298575  エボルタくん！過去のチャレンジも含めて応
援してるよ！@Rc9T0u87  応援してます！頑張って！@sumaayu_  信じてます！@tkshsmelle  エボルタくん応援してます。@CheeseHege  期待してますI @i8IO5fW751EUcnI  がんば@nameless_1005 
頑張ってくれ@tv350ml  がんばって！@ume08880  頑張ってB . @hachi1286426956  がんばれ@Yellowkiitoitor  私も息子も大好きです！頑張れー！！@saatsumu  がんばれ！@tontan_chinsuke  君
ならできる！最後まで登りきれ！！@Mmasu133  まはまさまさまひ@kimiyokosa  応援したい2 @tsumugiii3  ファイト一発！@freeminimini  世界最長へ頑張れ～# @Dragon_power35  頑張れ～
@zassou45  がんばれー(｀・д・́)@dorari_nu  電池愛好家としては応援せざるを得ない@hinofonomiyoko  最後まで諦めるな～@GAZOb6Nz2X7RLow  がんばって！@Kumo47199736  頑張れー！負け
んなー！@pyonta72  寒い時期に入ってきたが、100%のパワー発機で頑張って！！@xrboxbig1300  がんば！@maotooooo3  頑張って～♥@PicklesClock  ファイト！@pyontiki2  ねおくんのCM可愛くて
好き。応援してます…！@tenera_luno  応援メッセージ@tab17552231  登れ…どこまでも…！ç @OUT_komori  頑張れ@Mv2lIVVwXFhonqU  GOGOファイト@kennzou4  ファイティン！@0Blllue0  頑
張れ！@KQp5x  頑張れー@K6fSSUtJGi2DRLj  目指せ記録達成！@61campe95cam38  行け行け行け～] / @hinatan625  頑張れ@mizutani4321  頑張れー#(°̀!°́)"！@naokichi120  今年もチャレンジす
るんですね! 応援しています! 2 頑張って! ! 3 @karinntou2  頑張れー！！@yuyu37509539  がんばれ～　@motosatodesu  負けないで！@NANABIG_HAPPY  頑張ってーーー！！@madera02  頑
張れ！@yasukun1964  頑張れー！@asami_ted  (*•̀#•́*)" &&がんばれー！@qoo369Y_T  世界記録達成祈ってます！@akisasa1216  がんばれ@news_kanjani8  がんばて！@test_testtttt  エボルタ！頑張れ！
やればできる！@C3GzjXQZi50Bcoo  力を出しきって+ + @WaetSfgq1OdQKy0  すごい挑戦です！頑張って！！@aistmasu  がんばれ@oNBuLbufnTrauIs  NEOくん、宇宙を目指すんじゃ～。
@noriko009  がんばって！@ygbicyclebeet55  ファイト� @rururuns21  がんばれー@moon23965  頑張れーーo(｀・ω・́)○@Shalala0n  頑張れー！！@kotono968  がんばれΣ( '-
'  )@mochianko0305  (*^^*)！@Nomizominomi  がんばれエボルタNEOくん！@fusiana0612  君チャレンジ頑張ってね！エイエイオーo(^o^)o@q6ghM7xLnWAOmRk  エボルタNEOくん頑張ってください
é @rm0ip  期待してます。頑張れ～# @kira_916  頑張れ@minoru_yokokawa  がんばれエボルタ！！！@tege2komacchi  しっかり、エボルタくん@tsuji71  がんばってー@4qZ6cAfOunJcKEf  頑張れ
(^o^)@aamjdajaj  みんなで熱い思いを届けよう！@manyan_non  がんばって！！@penginpenpen33  今回のチャレンジも成功間違い無し！@atsumaki1  絶対、出来る！@pocosan  ファイト· D· !
@pypinky87  エボルタくん頑張れーーーâ @eri22476850  エボルタくん頑張れ！！@nknkckcute  gannbareがんばれ！@juri3_pdx  頑張ってください！！@mpsThkax  がんばれエボルタNEOくん
@eriner_erinerin  頑張れ! @peanuts55555  がんば！@yurika07641819  応援してます 応援してます@orinorin100  がんばれエボルタNEOくん@umerin_sa  ファイト！@tkten5  だいすきだよー！応援
してます♡@greenapricot7  ガンバッて#@suu2ai  エボルタNEOくん@saeri524  頑張ってー！@k13983177  みんなからの応援届けーーーーっ＼( 'ω')／ｳｵｵｵｵｵｱｱｱｰｰｰｯ@romeorebirth  チャレンジする姿
に感動します。応援してるからね～！きっと成功するよ！@243mya  ファイト@fuyusametyan  がんばれエボルタNEOくん！！！@kkf5151  ｐ(*^-^*)ｑ がんばっ♪@kosei2323  がんばってーj j
@Happa_chan25  いつも応援してるよー@Bakunicorn  頑張れ@morpho_kz  がんばれエボルタNEOくん！@fire51244  ファイト！@chatagreen  ふぁいとー@hirosizuku  がんばれエボルタNEOく
ん！！！@sahisa18  応援しています@nnnujujuj  凄い記録！！頑張って！！　@mireille1027  がんばれエボルタNEOくん！！@nekoduma2015  ファイト！@KaoMailmg  頑張って！@kuromegu3Q  が
んばれー！@ikuko0117777  応援しています@chizukokokoko  がんばれ@chan_tokage  がんばれー！！！！(^○^)@yuryur_32  (っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!!ﾌﾚｰｯ!!@k835o2_M  がんばれエボルタNEOくん！！！
@dumaduman7  Fight@bobkenbo  エボルタくんの挑戦が見たい！@mild_planet  頑張ってください- l @maikosandan  負けるな！@250RQnd3IIWGKL2  がんばってーー！"#(.ω0*)""
@y_cherrysnow  NEOくんなら必ずできる！頑張って☆@onigirimom1  頑張れ( @QJWLeWbL12l3jP3  頑張ってー！@mika85111659  がんばれエボルタNEOくん！！！！@satosatohisa1  応援してい
ます@chichizuzururu  頑張れ+ 記録更新+ @crash12345crash  頑張ってね！@pokanatsu  成功しますように+ @shiho1206by1984  ふぁいと！@tsukumo_3  がんばれーè ) ) @akami_tsubuyaku 
がんばれエボルタNEOくん！！！@saitoeiei1  がんばれー！@xxeuropaxx  がんばれー！@piipiipon  頑張って@ino_ino5443  やればできる！@ken27806176  頑張れ, @mclskl1  頑張ってください.
@karinmashu  頑張って, ; , @sayaka23  最後まで頑張って6 @newfacecome  登頂応援してますh 頑張ってh @LaC89GHJYvktAxl  頑張れ@doramofumofu  登ってる姿がかわいい頑張って！
@Elenakens  がんばれ(/・ω・)/l @twinkletinyaibo  頑張れーエボルタNEO@ktmrt0024  ふぁいとっ！@habanero__chan  がんばれー！@yuyo09496533  無事記録達成できますように！@micci570 
応援してます2 , L @maachan004  応援してる%$,,@tomy_melody  がんばぇれ！@yuzunasiyuuri  小さな勇者！@41okabasan  ガンバ！　@akinokoto  (!">o<)"{ﾌｧｲﾄ~!!〕@vivitan02  世界最長達成し
てほしい！@meow_et  がんばれー@Rei___0113  がんばれ_ @nanayan69  ふぁいといっぱつ@ToruAmuro_FFBE  頑張って) @Miku_poppochan  がんばってーーー(!•ω•)!♡@Seakah2  がんばってく
ださーい！@d7momo12  頂上まで頑張れ@tanikodesuv  諦めなければ絶対登りきれるファイト- @marronmarron40  応援しています@ " @m1sak18  頑張ってネ！@5gxTihr19lvsilt  頑張って！！
@MACHAMASADA  頑張ってください@BAJYEnBDnftiiKj  頑張ってー！！@qwert39393  世界最長記録目指してガンバレ+ @E7Tp597  がんばれ！@yuri_20210121  エボルタがんばれ!o

@mihamiha33  頑張って！@shiroXkuro_usa  頑張ってね@yy0929214  エボルタ君なら最後までやり遂げれるU ( @koka18557995  頑張って下さい@tomo4998  登りきってね！頑張ってください～！
いつもチャレンジしてる姿がすばらしくて眩しいです。@ruu7773  頑張って！@shuu201210  フレーフレー' ( ê @amanoga34024048  頑張って～+ @keiaco_0230  絶対登れる！@a80342  ガンバ
レ@kaori_nu36  応援する@mai5875  思わず応援したくなる表情。頑張って！@kyoumothanks  頑張って～s @ba_by55  良くメディアでお見かけして応援しています！@ai201802  がんばれエボルタ
NEOくん！！@saei7  がんばれエボルタNEOくん！！@eriner_erinerin  　エボルタ君　ファイト@1iE69dzf7dzfR4q  頑張って@723__  お願いしますë @anzuu080  頑張って下さい！@cielheart  頑張っ
て！！！成功しますようにV 応援してます) @eririn097  エボルタくんのチャレンジ楽しみです@kazu1109339215  がんばれー！！@_komatsuna17  最後まで頑張れ！@bewithsoul77  がんばれ！
@yaochan00  祈！1111m達成！！@tano_eke_ichi_2  かわいい? がんばれーí 6 @RIZIN38353587  当日、リアルタイムで見たいです。頑張れ。@whonbatto  エボルタくん、頑張って� ) 応援してい
ます！@yuria_donguri33  応援してるよー頑張れ！@piyobou2  世界最長、登りきってね4 @8B9IJ5oGjGt5DnN  見守ってますì ！@kojikabanbino  がんば@31Baikin  エボルタくん、世界記録達成目指
して頑張ってください。@reachiizu  ファイト2 ) 　@tarokichi_play  チャレンジするエボルタ) 頑張って！@iiyumemitene33  頑張れーーー!!J 2 @uDqQFHJCMM46KMf  ファイトーー！
@shoko_rume  頑張ってI I I @yuki_yuki3690  成功目指してふぁいとー！@kushamitakusan  ファイトです！！@momoebi821  がんばれー% ) # # # # @mariri09270  目指せ！頂上！
@kenshougannbaru  がんばれ！@ayuuu64183124  登り切れッッッ@kao_rin_go_75  がんばれ！！@Sally03032946  ファイト！@hiyokurumino  がんばれー！@asa3haru3  がんばってください！
@MOCHIMOCHI4321  頑張ってください！@GA25VcAwqidrfSO  がんばれ！@genjineko23  登り切って！@daGaz8jeAueqcxR  世界最長クライミング頑張れー！@sakusaku010616  がんばれーっ
@menkayaku  がんばっ！@mikan_beginner  ふぁいおー'(* ॑" ॑* )( '(* ॑" ॑* )( '(* ॑" ॑* )( ！@kumakumaa1188  頑張れ！りくとより@lapan2013  愛をこめこめ@41okabasan  きみならできる！！
@ciitotomama  がんばれエボルタくん@twinkletinyaibo  頑張って！！！！応援しているよ！！！@asamibunnami  ガンバレ～！ファイト！@yoriyori333  頑張れ頑張れ+ @yuuri68966498  がんばれ～
@shigetomato2  エボルタくん頑張って！@harurun_2525jp  応援しています。@kwantwoone  1111m登り切れますように) 頑張れー# @mirukuchoco_end  いれてね！@li2op92  (  ˙-˙  )ｶﾞﾝﾊﾞﾚ
@bluests  ふぁいと！@ruru_ruaka  ふぁいてぃん@momotabetai315  ファイト@rururu1237  頑張って!@sas_0515  すてき4 @smile020304  がんばれー！@ysd8_kj  がんばって！！
@miyabi_ainana_t  わあああああああ！@pxdjx_  がんばれー@_sonatine_  がんばれエボルタくん！@lemon10penguin  がんばれ！@konatsukokoko  (!•̀o•́!)! FIGHT☆%%@__rui__x  ファイトだ(*́▽｀*)l
@aibo626  絶対できると信じてる(!•̀ㅂ•́)""@lucky7chachacha  頑張って@17tsuna  がんば@wamirimo  がんばれー@mcyuzu  頑張って$ % & @tossi323  頑張れ@macoco24  小さい体で力強く登って
いく姿かっこいいよー！@mumutasu03  がんばれ！がんばれ！@nyan2_gao  頑張れ！@chocomooooon  頑張ってー！@kedamanosu  世界記録に挑戦頑張れ！@hukunyanya  頑張ってー！！
@chika060102  エルボタ君ガンバ！！@hirohiropyon  ファイト！！！@asakimu3  がんばえー@Setuna0118  頑張れー！@ysk_ngo  / / / / / @risaroses2020
割とガチ目に応援してるのでがんばれ@bettttttyon  ガンバ8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 @akiakibou  頑張れ！@jujutotoheaven  がんば
れ@hamsio2  がんばれ@yjk96077334  頑張れ@o_has0805  頑張れエボルタくん8 h @jun1rock  頑張れー！！@maaasan0809  がんばれ！！、@hapihapidolphin 
頑張れー+ % 2 　@ymmy_milk  ファイト@papamarupapan  がんばれー！！！@latte_330  ふれー！！！ふれーー！！@daiKi_chi125  ふぁいと！！@chizurusan 
ファイト～！@kushi39  頑張って～！@cafemaman  頑張れ！@882fd  がんばれー！@sugarmilkey  頑張って！@tyoutekitou1040  宮島スイミングもすごかったけ
ど、今回も頑張れ！@_dorapanda_  エボルタNEOくん可愛くて大好き！息子がよくダンスしてますB @otm_3094x  がんばれーーー！！！@Romeo20180301  GoGo
エボルタ@sub67285551  がんばれー！！@chokochuu_  がんばれ！@htm1253  頑張れ！@daisuki210  がんばれがんばれ#( 'ω' )"@uniiimasa  可愛い@kame_kuru
がんばって！@tontonsan33  登りきれ！エボルタ君！@Cb400Takuya  p(^_^)q@ksrwjsm39  エボルタがんばってね！@ramenmaru_desu  頑張れ！@ysk_ngo  がん
ばってください～～～% & ) @8888pepepepe  ふぁいとと@lpsmsss  ファイト@NOAH0704  小さい体でいつも頑張ってるあなたにパワーをもらっています！頑張
れエボルタくん！@tomo3628yu3786  がんば！@aketyantyan2  小さいのにタフだね！頑張れー！@iwillwinurlove  ふぁいとふぁいとー@tomaakasoyu28  頑張って
ね！@askask1239  (!"•̀ω•́)" ファイト！@neko_aa_22  頑張って;@okky1984  エボルタNEOくん世界最長クライミングチャレンジ頑張って！！@j_upsrocha  頑張っ
てー! @178mikan  応援してます！@Toou_chan  がんばれ！！！！！@maa_0216_  やれば出来る！@Yuzuchiyuzu  頑張ってください(!" &#&)"@AskDcy  ファイト
( @hana_myb  ふぁいと#(｡•ω•｡)"@animmado  がんば！@sinobu55555  いけー@nyakox  頑張れ!!@hs03731  私も負けずに頑張ばるよ@QA5oLP4fubPxnv9  ふぁ
いと& @maaamin24chu  クライミングチャレンジファイト！！@ri_____cco  がんばれー@opink__chan  エボルタNEOくんファイト！@fujipon070125
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もう少し！@mumi13  (*•̀#•́*)" &&がんばれ@dmja2378  がんばれ！！チャレンジ成功期待してるよh @hina312mama  頑張れ@B_cKaRaf81  頑張れー\( ̂ ̂ )/@xx2mas1  健闘を祈る！@Umaitacorice  が
んばって！@chemicalboze  子供達の雑誌の付録にもなるエボルタくん. がんばれ！@lenahc1  がんばれ！@74319k  最後まで頑張って！@foochan3974 気合い！@supopo_vic  がんばー！@xxraixx24 
エボルタ君ゴール目指して頑張れ！。@Ikuji090  頑張ってね@mimimi62766800  ファイトー！@nire20nire20  頑張れー！@2nire0  がんばれ！@mi70958879  頑張っよ@osanpo1030  がんばってね
～！！@p06do  がんばってね～！！@apporos01  がんばってね～！！@ifug21  がんばれ～！！@aasmm16  ( o≧д≦)oｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ!!@chloe_meli  頑張って@guritogura03  頑張れ！@goodenough1981  ガ
ンバ！！@hoc8PZHtaIyHwID  ファイト！@if36083415  がんばってください！@oG8BNL4YRkwnOak  ガンバレ@TARO77714  応援しています！@Ev2XIenEuKjlW3P  エボルタならできる！！！がんば
れ！！@GyQdw  応援！@peach20150827  NEOくんがんばれｳｵｵｵｵｱｱｱｱ\( 'ω')/ｱｱｱｱｱｯｯｯｯ!!!!!@iroha_s514  素晴らしい試みです！ぜひ、世界を。@satotomisato  みんなの応援メッセージを一歩一歩のぼっ
て、記録達成する姿を実際にこの目で見られたらいいな～♪最後まであきらめずに、みんなで頑張ろう！！！@erita07  頑張ってー, 応援してるよJ @aoi708neko 頑張れ@ma1lion2 ファイト
@yokopu2222  がんばってね！@Rn8hWg2fk5DVEjD  頑張れ！、@koooo_ta_  がんばれ@se1po  世界一電池になれー！@uverG8  高い技術力をしっかり見せて下さい。応援してます！
@nextdreamer1208  エボルタくん、登り続けてください！！@kurumikko1110  がんばれー！@cosmiocosmio  頑張って～@mari1212r  目指せ、1111m！@tomay30628169  まだまだ登れるよ！ファ
イトだ！NEOくん！@lWP84Yvpb2XSl9K  応援しています@nnnujujuj  ファイト！@chatagreen  がんばれ@sakiron113  応援しています@chizukokokoko  ガンバ！@sirokuma_in  頑張れ！！！
@chicken292929  頑張ってください@siro_in  エボルタくん頑張れー！@rerorero_in  ガンバ@tensei_in  NEOくん行け～！@rakumaru4  頑張れ！@syota_in  頑張ってね@seizon_in  頑張れ@tear_rose 
ふぁいと！@harumi_chirol  がんばれ！@sarahhh01110  頑張れ！@MOJATAKU  がんばれ% G @__mumeii  頑張って4 @koisurusuzume  応援しています@chichizuzururu 寒くなってきたけどエボル
タ君、風邪引かないように厚着して頑張って！！Ç / I @maruhiro 気合いだー！@so_nya121 応援しています� @kayo_2020 頑張って！@shiroXkuro_usa 頑張ってー！@178mikan がんばー
@UFWi4yvitmHT3JQ  頑張れ！ね！@TqopVb がんばれー@waza45645055  いつかきっとゴールは見えます！頑張れ！@AJ2qr5yykbPtEyx  頑張って！@m1sak18 頑張って～+ @ba_by55  ネオくん
の歌を息子と歌って踊って応援してるよ！トライアスロンも感動したよÄ クライミング頑張ってね) > @happywatyapo  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@7cDRvT7pESz7Gc2  がんばってくだ
さい@tontonsan33  がんばれ@suibokun7  パワー！@hideking00241  頑張ってー！　@watashidesu0903  ファイト！　@omaenano1009  がんばって！@anan9256 頑張ってください！@kuroyoshi4 
かわいい！がんばれ！@Mmm9865689  GOGOGO@KantonHokay  ファイト@iDgon17  応援するよ～＾＾＊@nyankoma21  エボルタくん応援しています！@122Lanevo ガンバ@jiji46491 いつも応援
しているよ@geckos2012  ファイト！@RED16848530  頑張れ@kurige22  がんばれー@31Baikin  チャレンジがんばれ～～2 @miko2928 エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 がんば
れーー！@pinkdennyhono  ファイト, + @pinkflowers820 がんばれー@kkazehime がんばれーーーD @sea_love2 頑張れ！！！@kangaerukan 君ならできる！@CIMATYPE2 頑張れ！
@mariuno201604 がんばってください。@Joqir0tJFUbEcUU 頑張って渡り切ってくれえええええ！！！！！@keta_keko 電池ってなにげに凄いと思う@fire_matsukou 頑張れ、エネルギー
@cherry_purin22  応援！@support_egg  がんばれーがんばれー) @yuririika  ファイト@Ch03Mi  いいね！@sabasan333  頑張れ！@ZosX23WV4NSk0nt  頑張ってね～@yECHB0YNVOkgG12 がん
ばってー！上まで登ってね！@wakuwaku_61 頑張れ(  ･#･ )%$%@dmja2378  エボルタねNEO頑張って～@kangetuhaku 頑張れ+ @stnrni  おうえん@alpaca_merry  頑張ろう！@pons5812  君ならでき
る!!!応援してるよ2 @HiRo_0216_  応援してるよ～!!J 2 @uDqQFHJCMM46KMf  がんばれ！ 絶対成功するぞ！！@Gendon86  頑張れ@SpiIUBULbfGFfO1  応援してます！@papipapiegg すごそう！
@yopoino  やればできる、がんば@torottororo  頑張れ！@jinseidawasa  がんばれ！がんばれ！@karudinata  ガンバレー！@wAFxhv2kou9NHZy エボルタくんファイトー！@fujipon070125  ファイト！
@ponsmiso 頑張れ！@Kotsuo0528 エボルタ君頑張れ@uWecAPg01x775s7 頑張れ！@7X8v2 頑張って欲しい@kakuseisikaketa 応援してるよ@isApRkb3wR9Fmv1 頑張れエネボルタNEO！
@yamasecofr 生放送緊張すると思うけど頑張ってね！！@shizurumoe 成功して欲しいです、エボルタくん頑張ってください！ 応援しています！@MI_MK_ESF 頑張れ@atsushi73777 がんばれ～！
@stg89fgt1  エボルタくん頑張ってー+ @x1AND1zXQhQfflx  頑張って@hbk921 頑張ってください！@aKDeSJvsjKNNhGe  頑張れ！！　@pipikuro_o  エボルタ君ファイト!!@0iklk4DS2QLxcqw  がん
ばれ～！@6kZklbx2qLjlMNM  見守りますB @grh_krn 常に挑戦し続けてください！@taron60 あきらめずに頑張って@mtanaka35 応援してます@fcGZnKmBNudrWdX ファイトー、
@sXWrm3LBUPRbxXl 頑張って@4NSYNWkNzifUpIF 応援しています！@231Ngc3372 頑張ってね！@akkdt1 がんばれーー‼@kkdt1 がんばれ～@mlBzyeZEX82sgK5 がんばれがんばれ！
@lovable_maro  力を出し切り結果を伸ばせ！頑張れ頑張れ！@shinji0112  いけいけーー！！！@mvoaiz  がんばってくだされー@kakuyasukon  エボルタくん頑張れー@Z6Ahuvitamin084  1111mって１
が揃ってなんかよき！がんばれー@coceenote  小さい身体で頑張るエボルタ君！ q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@nyan98510076  がんばれ@_asuka  エボルタくん頑張って, 君ならできる！@3Samisami がんばれーー！
@hakofugu8529  頑張って+ @yu_mi_yu_na  いけるぞ！@AKARI_prize 頑張って下さい応援しています@catgenk1  がんばれ！@XlMSTYLE  成功を祈ります。@nanika1111 エボルタNEOくんなら大丈
夫！頑張れ～@aneiryuri 1111m頑張って登ってね！@ssssacno がんばって@nyanntanncolor 頑張って@coronrolecake 頑張れ！@asami_ted がんばれー！@haru_harupo 毎回応援しています
@onisudamarataki  ファイト！！@shohei2000ks  がんばれエボルタくん！！@8eAEp1dbOzZWYve 君ならできる!@ssmkja がんばれ@kumi0071  がんばれ♡@mayumina0115  世界最長記録目指して
ガンバレ+ @E7Tp597 ファイト！@nupi9nupi  頑張れー！@MIi5745  Fight ~~!!@_hxaxl_  がんばー！@wVRC3BsuGXaPk がんばってね～！！@yafyaf555 見るのが楽しみですB @happy_13_me  目
指せ！世界最長記録！@SandersoniaHook  がんばってね～！！@p06toki  かっこいい! 頑張れ! @gunkan_nagasaki  ファイト！@AJrCISr2J8Gazuu  がんばってね～！！@yafyaf333 12時間チャレン
ジ頑張れ！@stknov  全力で頑張って@romihogogo がんばってね～！！@p06do 引き続き応援してます♪@yukinnko333 いけーーー@masumi20658388  がんばれ！@wjslwHfpUa587Ck  ファイト！
@yuiyuinyanko  応援しています@nkrhappy 頑張ってください！@robinribu  がんばってね～！！@apporos01 がんばってね～！！@ifug21 頑張ってね@yy0929214 頑張ってぇー@ojazukin  応援して
います@nnnujujuj  エボルタならできる！@opti1198  応援しています@chizukokokoko  頑張れ～+ @abc543abc  がんばれ+ @ippuku_tyatya  応援しています@chichizuzururu がんばれのぼれのぼれー
@winterdaphnee  目指せ那智の滝！@IZUMI55568925  限界をこえろ～！) @_greedyprincess  ファイト！@chatagreen  エボルタくんがんばっ, + @Nekopyon2013  最後まで諦めるな、エボルタく
ん！@kikku_tama  いつも応援してます！@utyuorion 日本の力を見せてやれ！@epQepUUG0zzmZKw 新記録目指してがんばです, + @Birkin34  がんばれ@HKen51 がんばれ！@qn_np323  エボルタ
NEOくんがんばれ！@may_052020 頑張ってー応援してます) @Shu__i_25 がんばれエボル太@0isieoyaki エボルタくんFIGHT!!@minidora_24 ファイト, @tocotoco_notoco NEOくん頑張って
@bigtaddykane いよいよあと１週間& お天気も心配ですねî でも大丈夫+ エボルタNEO君なら最後まで頑張れるよ～) 今まで一緒に頑張ってきた仲間と楽しんで～I 陰ながら応援2 してますB j A
@rKMR585utOfLBwh 応援してるよエボルタNEOくん@kaorimama1980 (●'д')bﾌｧｲﾄです+ @gomakanakana エルボタくん頑張れ！！@kocchanjapan がんばれ！@810Gluck ふぁいとっ！
@rinyuian  エボルタくん！君なら絶対ゴールに辿り着く！頑張れ!@kai071415  怪我しないように頑張って！@178mikan  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  がむばれー+ @koeda11250825 
頑張れエボルタ！！@e____ma____ エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 ファイト！応援しています！@ayu12306 がんば@rayneko いつも電池をありがとうこれからもよろしくね
@narumichans  頑張って@hibikiiiin 登りきって！ファイト@nanamaru6 今日も元気に頑張ろう!!@bangkokthai0806  がんばってね！@S_T_S_1126_ 頑張れ@KinnikuThatcher  頑張れエボルタ！
@torisantomo  エボルタファイト！@marumaruiviivi  世界に挑戦して、元気付けてほしい( ( がんばれ！！！@choco_mana216  エボルタNEOくんまじですか!!エボルタくんチャレンジはずっと見てきた
のですよ…今回も頑張ってね!!!生放送絶対見るけ!!@Ootoriver_02  面白そう。頑張って！@ponobam エボルタNEOくんならいけるよ！！ガンバ！！！！@mahiru0410  がんばれ!@venus000122  フレー
フレー3 @snow25257 ファイト！@kkouyu23 NEOくん、今年も応援してるよー@nPLvzNHXx0tfyPx 頑張って@jiroda777 がんばれ@kappebokujyo とにかく力尽きるまで登り続けろ！
@gami_supra80  私の小さい頃から見てます！さらに進化してる！頑張って, ; , @su_to_mu 世界最長すごい@ReiyuiFit9009 エボルタくん、頑張ってね。みんな応援してます！頑張れー！
@maruruikuku  記録達成願っています@akaitomato08 ファイト！@makka_1_1  頑張って～！！！@m1pp111 頑張れ！@m_chaaaaan888  応援してます！@kiiroimenousagi 頑張って@paopao097 
頑張れ～ï @xU9B0fMQ5wCUnnn  がんばれ～！@swat777swat  頑張って2 % @amakiri1518  頑張れ～！@7070naonao7  頑張って@kusotetukuuchan がんばって！エボルタくん) ) @aki_2138 
頑張って@Mda1yC1 ファイト@shchmedo  エボルタ家に常備してるよ♫がんばれー！@tsuki_yurulife ファイト@butyouknowthere  頑張って！@chilla42030201 頑張って！！@pf58uzl0EohgWi0 が
んばって！@Tsunokuma82  えぼるたくん頑張れ@24436  がんばれ！@mj_72972381  ふぁいつ！ふぁいつ！@mofu_otoko  あと一息、頑張れ！@mwMcyVaiyBYSi1y  頑張れ$ % & @atonkaidis  頑張っ
て下さい。@MACHAMASADA  2 ('#' )"I 2 ('#' )"I @rainbowrem88  一歩ずつでも前へ@tatasanpapa  がんばれ～～@t0ky0_inc  頑張って!!@rintaro_potato 1111@go56458038  頑張って下さい
/ @sakusaku010616  ファイトー@marumaruyama40  世界最長を期待しています@tetoteno_kabu 頑張れ～！！新たな記録達成だ6 : 4 @TOYOKO89 FIGHT@Rinqoo1  長持ちエボルタ君、ゆっく
りあわてずにゴール目指して。頑張って。@moP7brE72c6vu0V 進化が止まらないですね！見習わなきゃ～@VNZNWWtweTzBEUq クライミング頑張れ@TegAzit9l8Qy62F かわいい身体で頑張れ！
@t_keiko1117  世界記録が出るよう応援してます。@mrrbro  ラストスパート頑張って！@pulupuluf10  頑張って下さいね。！@hamakawa0731 3歳の娘がエボルタNEOくん大好きで見かける度に嬉しそ
うに教えてくれます。エボルタNEOくん、親子で応援してます！頑張ってください！@kinakopan_tiger  頑張れ@noname_zero_  頑張って！@akiaki_cats  世界記録ファイト@12345678udon  (*•̀#•́*)" &&がん
ばれー@_yurinchiii_  がんばれー#(.(0*)"@nyanpapapo  全身全霊(*́∀｀*)尸"@6dFg8Lqv6WqWe50  ファイト！！！@Mint31208855  頑張ってね@BBMsZzlb733nvrj  がんばれがんばれー@lotus364
がんばれ！@zyuran0320  エボルタがんばれ@yougensui1  エボルタくん、かわいいけど、サイズどのくらいなんでしょうか？とりあえず、登り切れ！@P23915778  当たりますように！！@ikuuyyuuki  エ
ボルタくん！ファイトー！いっぱーーーつ！( @hihi_roro_mimi  省エネ社会に貢献して！@yFo0p8PMv8Jmoks 頑張って、応援しています。@ta2226  頑張って+ 世界最長+ @sisia_d  頑張ってエボルタ
くん！@yuuuuuuuchaaa  応援してます！@Shellie_224 世界記録へ@hanano__keiji  キミなら出来る！！@02Nsrj9wESy49rw  ファイト, + @miihi083134  ファイト- @giuDjvsQYdjAhg8  応援$ ^
J ！@rioo543210  がーんば@reireireive  応援してるね！@l4ah0  頑張れエボルタ！！@pyon78pyon11  ファイト！@paprikarika22  せっっせと頑張ってくれ～@GWgbE3ruXyGE2bg  いい試合を期待
してます～@likebloodymary  がんばれーー@cheee5555  頑張れ～( *･∀･)9ﾞファイトー♪@strawberry1_ami  キミなら達成できる！！！@Rurihairo1  頑張れ！！！！！！！！@limone_cats  数々のチャ
レンジを見事成し遂げたエボルタNEOくんなら今回もきっとやれるはずo(*^ーﾟ)ﾉ@harukanaworld1 ファイト@810Gluck がんばれ！！！　@stream954 応援しています@nnnujujuj 気合いれていこー！
@urawa_99 応援しています@chizukokokoko その調子だよ！頑張ってね！@nyanyuuken エボルタNeo君頑張ってね！@727vKg7d8U6Z4wA 今年も頑張ってGOALして下さい、応援してます！(11/7 
カレンダーに登録しておかなくてはっ)@chocobo911turbo  エボルタくんがんばれ～@9GnCYU3eGBY0Kst  応援しています@chichizuzururu  頑張って！@yoshihono1  子供のおもちゃにいつも使ってま
す！他の電池とは全然違う！応援してます) @kenshyouchan 成功あるのみ! エボルタNEOくんならきっとできる!@VegetaRhythm きっと成功できると信じています!頑張れ～!@Yu57317720 ！
@reeei51  頑張れエボルタくん@JcDgI5BJP3vXfY0  がんばれ！がんばれ！がんばれーーー！！！！！@hapiness1109  ファイト) @mayaponunee4  NEOくんガンバレ～！@kawausoo 世界最長！毎
年、世界で頑張るエボルタNEOくん！がんばれー！日本から応援してます！@AiTocco  楽しみ！@aoi_sora1  がんばれ！！@iammnmhal  頑張って@Mfwsh2b80ylhdav 頑張って@happycats707 がんば
れーー！！@satofoof  ファイトB h @maimelody1229 スタミナが続く限り、決して休まないうっとりする～@psycheandcupid ファイト一発！@barbarizumi ガンバレガンバレガンバ
レー!!@LSADLSAD5  下を向かずに！@sachie135793  エボルタくん、記録チャレンジ頑張ってね!@Hinru4chan  エボルタくん、ファイト！@matiruda0218  頑張れ～@naoki73  頑張れー！どんどん登っ
てこ！@una_003  エボルタくん！！！！！！いけ！！！！！@ssss_EARTH_JET  がんばれ� @31Baikin 頑張れ頑張れエボルタくん！@ORU_k_aka エボルタくんかわいい！　がんばれー！
@green_tea_gt 頑張れ+ @HARU20201130  ファイト@jiroda777  がんばれ@metu_tann  c ネオたんファイテン(!•̀ㅂ•́)""@lechat3ke がんばれ！@west3254  頑張って^ - ^@ginmama2  がんばG
@hitomi18413372  がんばれ！@pittingpicher  がんばれ！@t_t_mammy  ふぁいとー！@michan_y26  がんばれ！がんばれ！@RumaRu1221  ファイト！@chatagreen  がんばって♡@nittokacho 頑張
れ9 @k34a2312 応援しています@TomTom06707966 頑張れ！@hiromicochan 頑張れ@4Lynyu8DcYRr97m エボルタNEOくんなら大丈夫！がんばれ！@tororo11790 応援してるよ！
@vpItTD3EAbNj1xA  頑張れええええええ@sgz4KYiovaagRFV  頑張ったね。！@yu0117dream  頑張れ！！！@shinkun_mama  がんばってね！@Zmr1Cv0MQd9jbyc がんばれぇ！^ J @hiroe231 

ガンバレ！@gviN0y0ppTDQdH9  がんばって@yamase0501  かましたれー@kenchan50282145  頑張れ～！@ZosX23WV4NSk0nt  がんばれー！！！@meg_torchlight 
ファイト4 @moon221mi  ファイト！！@nanachin7  登り切れるように応援してるよ！！頑張れ！エボルタくん) @iinn523  登りきれ！！@tama55h  がんばれ！エボ
ルタNEO!@nrd24321kuro  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  末長く応援しています@yuming2029  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  頑
張って！@shiroXkuro_usa やればデキル！@bowzuyama もう少しがんばれ@mikotan21407347 頑張れ！@pooh_ys 持久力を信じて応援します。@skywarkaaa 
座右の銘が結構好きです 笑！エボルタくんがんばれ～！！@rudlphA どこまで登れるか、、期待してるよ！エボルタくん！！@RudlphB がんばれ
@ankorocyanmayu  エボルタ頑張ってください_(._.)_！@1117yukimaru  応援していますB @ahodesuga55555 今年も頑張って@yonemurak2 頑張って！
@Doctor_Dances 行け行け！エボルタくん！！！@19710809_mame 電池の無限の可能性を証明して！@iammnmhal 頑張って@abeta0830 頑張って%
@fried_potatoman ファイティ～ン/ ~ @to_lucky777 頑張れ、エボルタ君★@MakiToyoya 頑張って@kusotetukuuchan エボルタNEOくんファイト！
@BrLHscwhBwWbAEK  いつも一生懸命なエボルタくんがかわいい！頑張ってね> > > @__yy25 がんば@chanbeji2 頑張って！！！@07mam1 ガンバ
@4Lynyu8DcYRr97m いけね！@Yuu3901 君ならできる。最高の笑顔でガンバレ！！！@KamimuraTablet fighting@6433832795044x  頑張って！@NiHtrw 
頑張って@momo71077777 頑張って@Fujiwara01 頑張れ！@SYa0104  頑張ってね@FsmDerf 頑張れ！@rockrockxyz  頑張って@body_foot_hnzw がんば
れ！@reAPyApMQMZVwNQ  絶対成功いける+ @Mokekichiyo  頑張ってñ エボルタネオくん- l @rururuns21  君ならできる!!やればできる!!@aris_k5569 

頑張れ！@Kumakumashiro3  応援しております！！！チャレンジCMも楽しみです～♪@BlueDragon_758  ガンバレ！世界記録期待しています！@27103075  エ
ボルタがんばれーー) !!@baikinmnma_n 頑張れ～！@wh2_el1024 ふぁいとー！@bbbn_bn がんばれエボルタNEOくん！ネバーギブアップ) @k1lacus0703 

ファイト！！( @mitmit568  ファイト+ + @ChieJam1020  1111メートル!のびろぉ～～～～！クライミングチャレンジー！がんばれぇ～！@98_milku
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エボルタNEOくん！(!•̀o•́!)! FIGHT☆!!@12momogumogu  頑張れ! " # ！@mahinaneco  ふぁいと！@_Lemon326_  頑張って。応援してるよ。@mocachan_mint  頑張れー！@nB81vqoKQ8ZpsBb 
頑張って@hdts5305  世界最長頑張れ‼@mi_tam757  がんばれ！@ma0is0ra  NEOくん頑張ってー！@OndineR  ガンバレ！@naokoT0138367  がんば！@singalong_with  $ エボルタくん% 頑張って
& @Yuzugos  エボルタ頑張って@oz_hgg  頑張れ！@kizuki07  応援してます！@aramika12  がんばって！@tama55h  頑張れ！！' @dknchan06  記録達成期待しています。ガンバレ！@jmsjb323  がん
ばれエボルタNEO!@YNfj7WEzBMFvK4J  頑張れ( ( @gomakanakana  期待してるよ！@TAhagon  応援しています！@com0826  軽量化とメカの構造詳細解説希望！@mamachari3_Jpn  がんばれ！
@metorock  頑張れ@ruru_aru504  頑張ってね@mayoko2021  おうえん@Maple__Cookie  がんばれー！！@m2xqIFC0CmyUMUE  頑張れ！@hero1xve  がんばれー！@pandanopan777  エボルタNEO
上を目指せ!@mako2091  マイペースでね！@hirune_hi  頑張って) @yuyu100yu  頑張れ* @mimiokmimi  がんばれ@nobinobiko33  頑張れ' @iroiro____1616  ファイト！@UypgSNokJzIB8CZ  頑張
れ@tettin_  かわいい、がんばれ！@momomomo1202  コツコツと最後まで頑張ってね～@uzEaAcd81vcmI1i  頑張って！！@miki_2r_mama  最後まで登り切ってー！頑張れ頑張れロボットくん頑張れ頑張
れロボットくん@u82466933  これからもエボルタ一筋！　@noo0312  頑張って@ino_ino5443  最後までファイト！！@niFLnjmx0KBvRsX  がんばってください。@Tonman815  頑張れ！！！
@mabomaboma777  頑張って@kame_kuru  がんばって♡@z_tncx  頑張って！@myrr_y  応援してるよ！@jacky02111  頑張って～+ + + @1127_jj  がんばれ@810Gluck  うちの息子が毎年応援してる
よ！@kurotumesan  頑張って' @GLHQtXs47CwE8GW  ふぁいと～！@mahon12716  がんばれ！EVOLTAくん@usakore  ファイ@v3lKjIZePlSB1Ac  エボルタくん頑張って, % @Fuari0303  挑戦す
るだけで偉いぞー！！！！@daiKi_chi125  エボルタNEOくんの健気に愛らしく頑張る姿、応援しています！@kmry59035993  頑張って！@wur6r  応援しています@nnnujujuj  頑張れ！！！
@onI1tUyDqBz4DOp  がんばれー！@mayumi__san  頑張ってーーー！@__luckysan  1111m頑張れ@rRefgWjV4yITdAy  エボルタNEOくん、がんばや～。@roshibuu  がんばれ！！@saosao301  おもちゃ
はエボルタ使ってるよ！@KATAYUDETAMAGOD  頑張って@Asantomousimasu  頑張れ！@yQqBlxDnFdSFZ0Q  『突き進め( エボルタNEO』@Q9t2ZPybnSxKzSO  頑張って@ebisuUmaUma1  応援し
ています@chizukokokoko  頑張ってよ！@waotota  がんばれー@2mahalo6  がんばって！@mame_corom  頑張って( @sas_0515  フレ～フレ～- - @HiMin39thank  がんばれ！！成功を祈る！！
@4400611  ガンバ! " # @GmTsubu  エボルタくんいつもありがと@yokkoiasakoi  エボルタくんの健気さに泣けてきます(́;ω;｀)地道に頑張る事、粘り強く1歩1歩前へ進む事、教えてくれてありがとう。
私も頑張ります！ファイト% @maruhiro  がんばれ！@omurin127  応援しています@chichizuzururu  応援しています. % @luckysomesan  (  ･"･ )!"@__n_rose__  ファイト@jis009  がんばれ(
@yachi601  頑張れ～" @abc543abc  頑張れ！@m7o7k7a  最後まで諦めるな@raym092320  最後まで頑張れ@pi_ka_pi_kachu  がんばれがんばれ！！！@waniwanis  またやるのね！がんばれ！
@kuebico  えいえいおー！@oyatsu365  頑張って～@hufrBGpTXxaOXgt  頑張れ！！@libra73p  がんばれーーーー@once_hinoka  がんばれ！エボルタくん、@andako11  頑張ってね@kosei2323  応援
してますよ@5tcMt4xenNDOGWZ  頑張れ@hirosizuku  ファイト!@wHe7mD2mce0ZOnO  がんばれーー！@ru_8223  がんばれエボルタくん@fujiham2  頑張れ! " # @FbTsubu  頑張ってね！
@mimi78761720  頑張って& @heroaoine  がんば@BvCOfnebxzTJMTi  がんばれエボルタNEOくん！@mconi9322  エボルタ君頑張れ！@B2sFNceo9eCbZPh  ガンバ/ @mifadayo  頑張れー！
@yuri96643070  ファイト！@tkwzone  エボルタくん頑張って0 @itsumowatashika  頑張って1 2 @hLoz3ZVqCB0P6NJ  ファイティン！@koharu_x_hiyori  fight% @ichigodaihukusa  頑張れエボル
タくん( @eYKW8RnlCFCraDa  がんばれー！！@MisaKi07318612  エボルタNEO君ならできる！！@kirakira1604  ガンバれ!!@jun19841116  頑張って@arimoka1015  最後まで頑張ってね！
@foochan3974  頑張れ@mclskl1  登りきれ～@heroakai  ファイティン@SHOss0717  がんばれー！！！！@nozoooooo8  前にもこんなチャレンジなかったっけ( ́ ! ` )ガンバレ@nyakairyu  エボルタく
んならできる！！@RuRu46920069  エボルタくんなら出来るよ！！！@bocu_  がんばって～！@NdkDudWa2ery1k4  諦めずに頑張って！@okanmesi  がんばれ! " # @hero1750  頑張れ3 4 もう少
しだ4 % @PAkc4Mzj0zxZ1N4  行けるで！頑張って！@YhLcHcBllKOj59D  たのむよ！@techanms  がんばー@au98535234  頑張ってね！@k86936600  頑張って！@aA2222aA  がんばれー
@mayu75029309  落っこちないでー5 　@phantomno25  頑張れ！@choko144  目標はまだまだ高みへ& 頑張れ頑張れ& @noribentou01  NEOくん、がんばれ！！@movie_lime  頑張れー
@mashimashi0  がんばれエボルタNEOくん！世界最長1.111m登りつめてほしいガッツだ！@nanakenkumamoto  がんばれ！@___happy_days  がんばれー！！@makisan8686  いつもありがとうござい
ます！これからも頑張ってください！@7rmdt  NEOくんガンバレ. " @n_oo_no_k  応援してます6 @anankukudayo  ガンバレ！エボルタ！！@aphextwelve  エボルタ世界一になってください。
@REDS_Tigers_aka  がんばれ@v6_pb  頑張れ！@0lnx7mzkEYzBczk  チャレンジ日が近づいていますね！みんな応援しているので、！自信を持って自分のペースで頑張ってください7 @0816Kanna  ふぁ
いと！@bob_haruka  力の限りゆけ！@Takkino10  あと少しがんばって！@newspapersub2  もっと粘れる！！@syouth  小さなエネルギーで大きな成果！！頑張れ！！　@sirius_yamada  頑張って下さ
い！！@kira2kira20  がんばってね8 @c3PHLKNnW9XEXgh  エボルタNEOくん、応援＆期待しています！絶対できる9 9 9 @tsukushim  最長目指して頑張って8 @mirubau42  頑張って～！！！
@sou61moon  応援しています。ガンバレ！@ohno1943  いつもありがとう@4pbGvk07qZmPjpZ  最後まで頑張ってね！@hirosapporo110  頑張れー！@aya030121  ファイト～@omi7jo  ファイトだ！
キミならできる！！@tferrlove  頑張れー3 : @hana_myb  いつも応援しているよ。@sugi703  頑張れーーーーー@cheevoomamachan  完走がんばれ！！@lancerevo3  今回も頑張れ@o_has0805  ファ
イトー！@yuzuki2940  Fightやで！@m_fuji_jp  がんばれ～！@aasmm16  応援しています@ohno1970  ガンバ@4Lynyu8DcYRr97m  がんばれ@ShoShotwo  ふぁいとー！！@hi60yo5  頑張れー！
@TanakaM65039079  頑張って@KenSyou_Oubo  ガンバレ！@mx707xm  頑張れー@ayaa_03  ふぁいとぉーーー@WwyaF41  がんば！@adgj707  ファイ！@konatumika  頑張ってー
@momochi393  日本最強の力を世界へ発信しちゃおう！@10jump0424  ファイト@shchmedo4  頑張れ！@larry091298  ファイト！応援しています！@ayu12306  頑張れ頑張れ！！@yutankazu  頑張
れ！！！@lovelovesong46  今年も頑張れ% @chi_ko_11  がんばれ～！@2227Chooch  期待しています！！@abmym1  絶対成功する！@Madoja0120  頑張れ. エボルタネオくん( @sesemaru36  が
んばれ～！@mit_o_  頑張って！@heavenaizi  がんばってください。@Ki0Ao1r3ZfQFQvV  頑張ってね！@ahitokira  応援してます@hiase_e0308  がんばれ！エボルター！めざせ頂上！@eriringo1984  が
んばれー！@T8UR8MytesQM7oI  コンディションは万全ですか; チャレンジ< 成功を応援するぞ( ガンバレ( @ObLMPmtxLx21OKL  すごいねぇ！応援してるよー！@omura_atari  ファイト！
@chiharu2tree  (!•̀o•́!)! FIGHT☆!!@coco14150346  頑張れ！@hiromicochan  がんばれ！@yasuto_0312  NEO君頑張って世界最長を目指して下さい！@ihigemaru  可愛いのにパワフル
@YAMACHAN3SEI  最後までがんばれ= > = @ayumama03  行け!@t73Ea3ZUqoB6sOa  がんばって！！！@ama_ama_hi  新記録出るとイイね　@nenenege  がんばれ+ @bring_lucky  がんばれ～&
& & & & @1angelpeace  エボルタ君頑張って? @ErixwM  がんばれー！@tarako_suki  がんばれ！負けないで！@3YryjpYn1nXQeFk  がんばれ！@ponyo22rinko  ファイト！@chatagreen  頑張って
# @ba_by55  頑張れエボルタ！応援してる！@tama_mako  頑張ってくださいね！@yuko0312  高みを目指してがんばれー！@ancoromochi0904  ちっちゃいからだのチャレンジいつも楽しみにしてま
す！@aayapeach  頑張ってね！@jackiechakie  1歳の息子もエボルタくん頑張れと応援してるよ！⭐@xoxo1_ri  頑張って！@xmizukixx  がんばー！@higetan_2020  宇宙まで昇ってゆけ！！
@Ny445EJdH56bJ5w  頑張れ！@Novato43124533  がんばれ！！@grecyoco  頑張れ‼@YukikoGaku  頑張れ～！@iikenshow  がんばれ！@fujinofukurou  為せば成る。為さねばならぬ、何事も…Go 
Go エボルタ!!!@LonelyRider1963  ファイト！@tomato22suki  がんばーーー@AKASATANA000002  がんばれ！@JcPSLcKp1v1Rcqc  なんだかんだで毎回結果を楽しみにしてます。頑張れ～！
@_nekorecipe  頑張ってください！@kico_coo  まだまだこれから高みの景色を目指して頑張れ！！！@chobiko55  がんばれ！@mukumukkuri  がんばれエボルタＮＥＯくんファイト@kiyopon__s  頑張っ
て、@Igxz5zDR1mgn1Go  エルボタ君頑張る姿が勇気をくれる！がんばれ!@sazanga9sai  頑張って！@shiroXkuro_usa  がんばれ！@Canae_K  がんばれ@kuukuu19863  エボルタくん応援しています！
@122Lanevo  もうすぐじゃん& 頑張って!@naopkun  がんば@takesukusukuku  頑張れー！@hiro1027hiro  エボルタNEOくん、頑張れ！ファイト!(^0^)!@iisan_yokosuka  頑張って&
@sakura84042644  観るよ！@shiroanmaki  すごいなあ、頑張れ@yokoaoyagi  がんばってね！！@Mamaringon  頑張れエボルタくん！！応援しています。@hiro_mi_desu  頑張れ！エボルタNEO！！
@fujimino_hide  頑張れ～& 記録を塗り替えちゃえ( @WJoyarmy  頑張って！@murakawakentetu  世界最長更新！イェーイ！@whitedragon38  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790  エボル頑
張れ@bwkYp8yudm093  がんばれ& がんばれ& @Ranu9mN6SjU6WqL  ガンバ！@masanobusansan  最後までがんばれ= > = @DMHtMtpNbzTrOp2  頑張れエボルタくん！力を出しきるんだ! "
@yattermakio  Fight！@mj602tm  がんばれエボルタNEOくん！！@Denebola74  がんばれー！！@1115ithu  もうすこしもうすこし！@kazu1975kenken  gannbare@GuMmmh  頑張れ
@KinnikuThatcher  ふぁいと@etsu_kubo  頑張って！@kuromegu3Q  がんばれ. ！@yasukosunsun  がんばれ！応援してます！@shiro89540747  ファイト！@senru10  がんばれ！@0322Miyo  がん
ばれー@Y113A  世界一です& @Mamimami0120  頑張れ@mimizucl  ファイト@okshin817  頑張れ！@kt252598  がんばれ！！@OmuOmusanO  頑張れーー！！@0n_non_non_n0  頑張って
@ajgptwm16  いけー！@sub67285551  頑張れ3 ( 4 @U88728806  頑張れ！応援してるよ！@k8krys8  がんばれ@ohno1967318  頑張って！@kt1851  最後までのぼりきっておくれ！！@wktkdi 
とにかく頑張って！@yahariookami  最後まで諦めずに頑張って！@shionhiro  頑張って！@moku3851  がんば@azaz_tks  頑張ってね！@ISQn0ttvmjKDdv0  がんばれ@waza45645055  がんばれ
@XZSySAYYCGM1093  頑張ってください！@yyyuk20  完全燃焼して灰になれ@imctk2  頑張って@ley3851  頑張れ！@Amane31640420  世界最長に挑戦) そのスピリットがかっこいい！
@nogizaka1029  頑張れ@ @momo_kssk  頑張って！@aamjdajaj  がんばれー(/・ω・)/@Z5C0pJFQTC5tnrM  エボルタ君ファイト@F3aHQSFAh8ZO3PD  がんばれ& @mahikina1  がんばれ！
@Zkv9p8IdrXbp3jq  成功しますように% @temaki1116  がんばれ～～！！！！@ma0220n  頑張って' ( @sh1ch1henge  がんばれエボルタくん@KuuYano  最後まで頑張って！
@xRI8XFPQoEvFLBC  頑張って(ó・∀・)o@fukutan6  ガンバレ！@hemel32  ふぁいと！@so__sleeply  がんばれ！@mokichi1201  ガンバレ！@himhimawarinn  世界記録に向けて、登って登って登り捲
れ～！@Piccolino_1970  ファイト！@mokichichann  NEOくん皆んなで応援してるよ！諦めないで頑張って8 @NwolqAoTa6fPSmv  頑張ってください@line_ley  頑張れ！@moroyamazumi  エボルタ
NEOくん、頑張れ！@aYSey8zk0ldgCiX  Fight･:*+.\(( °ω° ))/.:+！@096_tuna  エボルタくんなら行ける!頑張れー!!@minidora_24  絶対いける！@dz_c6k  がんばれがんばれ@mamachinikoniko  頑張って
@yIWq1MZeHzhfihP  がんばれー% ファイト3 ( @kotatumonku  負けないで、コロナなんかに！@salamanderfumi  ガンバレーA @BBB48124871  まだまだ登れるよ！ファイト3 エボルタNEOくん！
@akt10_12  がんばれ@giv7k  がんばれ！@nyanderu  ガン晴れファイトー！！@yudanny0  絶対いけるから頑張って‹‹\( ́!`)/››@IWATAsanchi  少しずつでも最後まで頑張って(*́∀｀*)尸"@erumoamorue 
千里の道も一歩から、ファイト！@minchan001  がんばれ～= @Ohirune_mn  ガンバれ～！ファイト～！応援してますp(́∇｀)q@Lovekiss_1225  頑張れ！@xyzccbbaa  かわいいがんばれ@seraseeda 
がんばって！！！@momo_candy  ファイト@hirosizuku  エボルタくんがんばってください！@t_onocha  がんばれ！@olncit03  ガンバレ！@yykkyykkyykkyky  頑張れー!@mieko6480  応援してますB
@sasaminohonnki  FIGHT@vHFQhkPEhlu1Reg  がんばれ！@taka14tomo  応援してます@FNG5zM5dyM3Q0zq  fight！！！@rarakoko7  頑張れー！！@kiiroimenousagi  生放送楽しみ!頑張れ！！
@maya_rate  頑張れ@umijuu  行け！NEOくん！ファイト！@YCAWYW  フレー！フレー！@ushi89309546  がんばれーー！@oma23584714  この手の挑戦いつも面白いですよねC 頑張って8
@nohlie007  FIGHT@djutree  エボルタくんがんばれ！！@nanakusa_18  みんなで応援していますよ！！@ricohide  辛そうですけど、頑張ってください！！@svt_w  NEO君なら出来る！コロナに負けず頑
張って！！@Rouiroui92  頑張れぃD @ma_mu_v  頑張れエボルタC 4 @ponyo_ybsi  頑張って@nyankonakuma  勝利の栄光を君に！@xcFcs7LXaVr4dAn  頑張って@UkO4EZrtUpwnFRw  応援してい
ます@nnnujujuj  Fight ! "(#"$*)#@R_Chqn_x_2O2O  頑張って～！1111( @haru39jpcm  応援してます！@yuriharuwakoko  がんばれ@mmiiiinnoo  頑張って！@miwanoharu  がんばれ～
@suzumeringo  応援しています@chizukokokoko  がんばれ！@ttr_nnn  (,,•﹏•,,)ﾄﾞｷﾄﾞｷでも、信じてる"エボルタくんならできるよ"@love_suumo  頑張って！@aru_ui  応援！@rira06020804  エボルタ
のチャレンジ、まだまだ続けて頑張って!!@YukkyWhite  頑張れ@tttxx46  がんばれ！@papicochaan1011  すごい長い！でも登りきるのをみたい！@guri8riko  エボルタ、がんばれ～！@R33gts4Kai21  応
援しています@chichizuzururu  ふぁいと@ONLY_momokachan  ガンバE p(^-^)q@yayoi09121115  ファイト@yumi10050531  がんばー@YXKtxHNJvGnEOVi  頑張れ！！@Knnnnm06  がんばれー
@okki0930  頑張れ*+º♥(!• . •!)♥º+*@yakk2024  成功を祈る！！！@ry0ky0memi  頑張れ！@hiromicochan  頑張ってね！@sipp29ri  行けー！！@kuu38069950  ファイト@tomotomo042512  が
んばれ@cOc7qiUlfvpJbnV  がんばれー！@25mika04  頑張って！@XgTeso  頑張って@belbel0425  頑張って@tomotomobel  ファイト！@maabty  頑張れ～% % @kns1803 
頑張ってー！@gakotw  ファイト一発#*｡"(#ω$*)##*｡@PIYOTTA0131  Neoくん応援してます！@yLJP2GMrUkHa7cO  がんばれエボルタくん@ryuu1001d  ファイト！
@chatagreen  応援@katann12345  頑張って@grizzly_toshi  応援してます@yumia1225  エボルタくんがんばれー！@mihouboyou  がんばれ！！！！！@72310ggg  頑張
れ～F @_ru_110  ファイト！！@asay5910  ファイト！@chi_ko_11  ファイト♡@yunoppy_love  頑張って！@197695K  頑張れー　@tktktk154  頑張れ
@minon82minon  頑張って！@yuholicster  チャレンジ成功を心から祈っています！@sorateri  ふぁ～いとっ！！！！！！！！！！！！！！@ciMAzcemcqbcVcR  いけ
いけー！！！@morizodokoitta  頑張れ！@ikefb44  ファイト！まだ行ける！@schneehoeppli  頑張って!@Z8MPm8aOs2fut8Q  頑張れ= > = @7iL6RikB8i4Z9MD  
がんばって@erikaanamrz  頑張れぇ～　頑張れぇ～@kominnkiti  エボルタ君なら出来る！@0P8xG1T1fDaD0qG  頑張れ！！@rururu0330  クライミングチャレンジ頑
張って！！@sw_snm  1112まで頑張れ！@chordnamestrong  がんばってください!@hukuwoka  がんばれー！@kumi_d  がんばれ！@merry_merryroad  気合だ！気
合だ！気合だ！NEOくん!!@mi_yan_2011  頑張れ@twinkletinyaibo  ファイト@twinkletinyaibo  頑張って～G エボルタいつもお世話になってます！@plumeria_hb 
Go go~~@missaitama  がんばれ@p_panda_pp  がんばって！！@vktnapwd  頑張って登って下さい！@hipyorapon  がんばってーーーー！@ma8301ha  がんばれー
@erk_abex1219  がんばれ～@airimama0512  エボルタくん、頑張って！@walker010walker  頑張って～！←@cafemaman  頑張って' @moekisss  頑張
れ!@Ryo56598326  Panasonic頑張れ！@maje_S210  頑張って～！@kenshow_fun  頑張れ 怪我なくゴールしてね。@noir_re_vier  できる@sachie135793  小さ
い体でも頑張って@vMOkJYyU3iRuBvS  がんばって6 @marilocktp  ガンばれ@ayanefx  小さな体に凄いパワー！頑張れ@pbN8kcscPhj7aRw  がんばってね%
@mayaponunee4  がんばれ& @XrwSim6Fc2Q2cNJ  がんばれ！@W7EZwa3MuseOPDY  大丈夫。あなたはすべらない。@nakimushi_deka  頑張って@sayumu922 
がんばれ@4ashthljc3fuCCK  頑張れ！！@fuku10242  最後まで頑張れ～！@maki_11_  かわいいね！＞＜@towadakodrop  やれるやれる！！@uroromu  NEOくん新記録
に期待してるよ！@naominao703  頑張れ! " # @aibo626  今年も頑張れ！@mm21hbs  頑張れ!!@DORA101000100  がんばれー& 応援してる&
@LnAFaaQp5counuP  成功を祈ってます！@satochieko  fight！@KK11786046
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はじめまして、エボルタくん( *・ω・)ノ電池２本だけで登るなんて…( T∀T)過酷すぎるけど、がんばってください5 % 応援しています！！！ o(･ω･́o)(o｀･ω･)o@fonn106 頑張ってね
@Norihik73627450  がんばれ！@8UJq588A5i9MNk2  頑張れ！@popkan_sp  ファイト= > = @macoco24  最後まで見届けさせてもらいます！@G3CumsUqcLpHjYb  頑張れ～# @ba_by55  頑張
れーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－！@hi8wasyoi  頑張れ@yu_yu_jojo  がんばれーーーーー
@niconicorose  ファイト～～おーーー！！！@Te70zaz2Q3Gmp1a  がんばれ！@ars_1708  ガンバレガンバレガンバレー@qn_tomistar  応援してます@Ranalice3  がんばれー@smotsmo01  がんばれエ
ボルタNEOくん！@Luke5029  ファイトファイト@BWt4nY2Qwu7CycO  頑張ってください！@htxy0IdH1HqNwCl  頑張って！@maruchan_raku2  チャレンジ成功を祈念いたします！@Katelyn_Chatora 
(!#•̀ω•́)# ファイト！@Orange_2_sub  頑張れー！！@march9393  ゴールだけ見て、無事に登りきってください' @GDLK10  すごい！ガンバレ！！@doriwaka 応援してます!@etsupo527 エボルタ頑張
れい@FUJITAKUWANA  もうすぐだね！応援してるよH @a1pP3bG7f3A4CZZ 応援してます(*́∀｀*)尸"@Tommylucky7  NEOくんファイト！@bazu___________  がんばれ@810Gluck  登れ登れー信じて
るよーI @cocco_0101  がんばれ@xxx_artemis_xxx  エボルタNEOくん頑張れー！！！@toco710  ファイト！@RT800656571  応援してます！@aki_rin_rin_526 fight！@uzLhfXM6ZLXpQea  達成し
ますように！@ishicoco  応援が記録を紡いでいく、というのは素敵ですね。このコメントが一助になれば…@ism_ism_ism  頑張れ& エボルタくん& & @potasala0818  がんばれ@macoco24  頑張れ！
@kimi3225  がんばれー！！@rakurakushow  エボルタ頑張れ！@canbus0202  まけるな！@ryoavanzare  ファイト！@yotsuhamakoto  エキサイティング& @pokemon_3150  頑張って@wamirimo
今年も頑張れ！@shi77789te  頑張って@kbouzu58  頑張ってください(!•̀ㅂ•́) #@2_burosuta  ファイト@papamarupapan  頑張って！！！@kmmmkm0802  頑張って3 > 3 @NOAH0704  頑張っ
てー！@mt54395906 ガンバガンバ～!(!•̀ㅁ•́!)�#@meroro_otoku ふぁいと3 ( @koala_wombat がんばれ！！　応援してる、もぐ！！@mogura_103 ファイトー！@ayumukkun 頑張れ
@O4mZoCrGv3Ma22b  がんばってね！@waza45645055 がんばれ！@hiro_suya  1111mなんてすごすぎる& @kikiraradesu  頑張れー6 % @kururincho  頑張って( @sas_0515  あきらめるな！
@tosky78490639  頑張って@raiyonchangao 最後まで頑張って登ってくれ～@mosimosi724  頑張れ！@HAPPY27751119  頑張っJ @mamamamapapanda  がんばれ@mukaimatsukawa1  エボルタ
ちゃんがんばれええええええええ！！！応援してるよ！@c4YgCq0VZSrsW82  頑張って登りきって( ' @YpC_24 頑張って！@shiroXkuro_usa 達成してほしい。@osahatu 頑張れ！@ptw_gjm_ad  頑
張ってー！@tsurarara 頑張って( @meppl221 まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@nPLvzNHXx0tfyPx 頑張れ！@pnyrn 行け～！！@pikurog いいぞぉ@foooo_kyun 頑張って！！！
@maichin___with  頑張ってー@Ah8FyIPQ53t0u8Z  頑張ってください！@GA25VcAwqidrfSO  ロープ登り世界記録目指して頑張って! " # @mina_0729_  頑張って！！！@kurimshichu 頑張るんだ！
@evanishi エボルタくん頑張れ@saanico 応援しています@poporon01 エボルタV@dtoneseven17 がんばれ@megu1008coffee エボルタくん応援しています！@122Lanevo ファイト！
@gachizeiuiire  頑張ってください% @koha_kohaha  頑張ってください！！@rabbit6moon30  ちっちゃい体で頑張る君を応援します！@ktsYZMqQkFeCBfz  エボルタ君なら出来る" K @marinyan1018 
fight～っ: @hasuringo  新しいエボルタチャレンジ嬉しいな。ガンバレ& @555gonchan  ファイト！@sobi_roro  がんばれ。@akirayamawaki  がんばれ@abonotw  頑張ってください' @robinribu  が
んばれ@keisuke35129123  世界最長がんばれ!@2741Kobatom エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 頑張れ！！世界最長記録( 　@Kokoroni117 がんばえ～( @katsu_don5959  がんば
れー！@ryuryu4nchunchu めざせ！1111@osk51634 NEO君なら出来る( 必ずや目標達成する事でしょう！@wakkyman 頑張れ!@ksk_n0 記録更新頑張って@9Yw4p30yn3fcrFu がんばれー
@spd55555  頑張れエボルタくん～！！@kanade02141  チャレンジを応援しますL % @a_Kingfisher_  頑張って@ka97859679 ふぁいとー！@okappahige  ガンバレ@eich8520 猛烈に頑張って
ね！！！！！！！@mitumitu4  がんばえー！@spi_spi_ca  頑張れ= > = @HgCIxpwAvPCj8Vg 頑張れーー！！！@Ep026XP588Fvpqa  頑張って下さい@mintochan1234 目指せ！世界新記録！きっと
出来ると信じてます！！@akinaohiro  負けないで@JackBoy49 全力応援！@fuku_momomo  ファイト～@cacao310  頑張れ@mgmgmgmg33  頑張って！@type15mochi Fight！@uyw6D2FeGIjvBKB 
頑張って@hcbk7  世界挑戦！がんばれー！@atpjw0027  ふぁいとー@hal22639  みんなが応援しているよ！まだ登れるよね？@hokuriku1  がんばって！@Yst9Iunx87XGebt  がんばれ( @anzunoatama 
がんばれ！エボルタ！@chieko0324  がんばれー･:*+.\(( °ω° ))/.:+@096_tuna  がんば@mgs006  がんばれー@ukikoroko  応援しています。@hanataynn3  エボルタくんの本気が見たい@chatayasan  頑張
れ！エボルタくん) @majimother 頑張れ！エボルタ！！@977bab がんばって！@kakuyasukon 頑張れ～% @mocha_aaan エボルタくんがんばっ3 ( @Nekopyon2013 ぜひ頑張ってほしい。
@ponsukeponta123  えー頑張れー！@araburuarsa  頑張れ' @Be12504295 ファイト!@bVSKkA0WGALfYbe 世界に届け@tunetan1110 ネオくんがんばってー@ayuse1018 頑張れ！！
@yama3935  ファイト!！@qoo369Y_T  がんばれー@proudmauloa  目指せ1111m！電池の限界に挑戦だ！！@_UVB_76_  FIGHT@b1I95GoM7fn95Bj  がんばれ！@zonzon8148  頑張ってください！
@kumako56  がんばれー！！@schu_HI  エボルタ君、応援してるよ！ファイト～！@MakiToyoya  登るんだー( @rakki__0223  がんばるんだよ♥@JohTomo00 がんばって！@aki_yo_yume ファイト！
@pon_pon_y_y ファイト！@eWAWFh98wfnN98Q 頑張れ！@kotukotupoikatu 登るんだエボルタ！@blue_bear0624 応援してるよ～M @uDqQFHJCMM46KMf 頑張れー!君なら行ける
よ!@usagiusausausa  チャレンジ成功を！@rxSLngCjRoVuTBd  エボルタ頑張ってー( ( % @0611taka0113 今だ！@fox76503592 がんばれ！@askaatgoaswhai 君なら出来る(
@gomaazarashi126  頑張れー！@SNakatanaka  ファイト！@_nico_____nico_  フレー、フレー！エボルタ@matipoi8matipoi  千里の道も一歩から！@March366286187  すごい距離！がんばれ！！
@nagarenomamani2  頑張れ！@sakura39439saku  息子が大好きなエボルタネオくん！がんばってー！！！  息子@takayochaan0326  がんばって！@makkie_chan 頑張ってー@satoyoshi3  頑張って！
@onigirimom1  １５００Mまでがんばれ！@muekami7  エボルタくんなら絶対登れる！世界に誇れるエボルタくんだから！@mk_32_mk  ガンバ@ansinmontin55 頑張れーエボルタくん@kafemanteia 
エッサ& ホイサッ& エッサ& ホイサッ& ハイ、でんち～$ @Atsushi44077916  頑張れ@TimonGenie1  がんばれー% @bWEGsd0fwqXBlPH  頑張ってください！' @1iosF9Mw5letvKy がんばれ！
@youtan2929  がんばれーー！@22rimarima22  いけいけ～8 @yuuri68966498  ファイトーN @yam47931735  頑張れ" % @MOUTA2021 やればできるエボルタ君！@huanaikana  記録更新楽しみ
です( *́艸｀)@kangetuhaku 頑張れ. @ponmama24114279 子供も大好きなエボルタくん) いつも応援しています! % @kamekam77855837 ファイトー頑張れ！@sinobu55555 ファイト
@papamarupapan  頑張ってね" @arieru2310  エボルタのぼれ！！@kazuo1106  頑張って@qdm6PLC3afDvOY7  エボルタNEOくん 応援してます！@Sarcandra_glabr がんばれー@okinawanobu4 
頑張ってー(!>#<!)@mikekomomo  幸運を祈るぜ@mato_oro_sheo  がんばれ！@kaeru35845516  エボルタくんがんばれー8 @bHoEb9Th7o0psQh  頑張って& @chokusenbancyou  頑張れー！！！
@n0511s_m_s  クライミング頑張って！@KorokkeKoro  がんばれ' @31Baikin  最後まで頑張れ！@nzFoDDaEclGKSHP ファイト!@___As15s  頑張って！@amaJWFhppgpLaee 頑張れ!!@hs03731 
がんばってね@UFEV3TobNUUii7x  ファイト@honeybear072  頑張って@emp_sato エボルタくんなら出来る！@2one_song  応援してます！@kohapapa0412 頑張って! " # @TomTom06707966 
頑張ってください' ！@nekochan122412  毎回ご苦労様です@kaidoutamashii  がんばれエボルタくん@mika2PMjh  "(#"$*)#@tomo_pinky  頑張れエボルタネオくん！長持ちだからおもちゃに使ってる
♪@daizuhaoishiyo5  がんばれエボルタNEO！@znxrPsd5rfzWh6H  エボルタの耐久力に期待！@koftomo  エボルタくんのチャレンジを毎年応援しています！頑張れ！@FUJIKO_0308  がんばれ～～！
@UERUYtkvPXP63rT  頑張って! " # @nemunemutan 世界最長記録目指してガンバレ( @E7Tp597 がんばれ！ぴちょんくん！@bukowski1216 がんばれ' @Simcha0310 んばれ！@tawaeiji  
ファイトー！@yyyuuriiiii  ファイト！@yaga190  ファイト！@1KslHhc75TW3Ord  頑張れ！@haaaaaachan4  エボルタNEOくん、がんばれー！0 @kurou_santa  NEOくん頑張って！登りきれ～3
@moimoi300321 頑張れよ@UWUVCSkWwrU8O1y 頑張れ' ( @gontakun26 がんばってーO @yuno08asu 頑張れ@K239501307 ファイト！@eWAWFh98wfnN98Q がんばれ！
@menherayome  応援してるよーがんばれー@family0610  がんばっれー！！@nazononazononaz  頑張れ6 世界一@M986GcZOPfK5qvD いけー！@Tgcdg1 頑張ろう@1962take1103  頑張って
@H101Yuko エボルタネオくん頑張れ！！@YU14301510  今年も昇るエボルタくん。そのうち宇宙に行くかもね。@ZS2O3yFzxlsO6jX  応援してるよ！@salisty38 頑張って！@XgTeso  いつもありがと
う！@4pbGvk07qZmPjpZ  エボルタくん、fight！@daradaranohi  頑張って@ha7mogera 頑張れ！エボルタくん！@risacopal25  1111mの達成観たいです。@zucchiinaa  登れ～@ymrfls  エボルタくん
ファイト！@posanosan  ファイト！@lovelily24  エボルタなら出来る！@byan2  頑張れ@shionhiro  とにかくがんばってください@konotarou45  エボルタくん頑張れー！@pinkoko  頑張って！
@HEALSIO0112  頑張れエボルタくん" %%(#• & " • &$)#@mapi_126  がんばれ～！@jill_lll  がんば@furyuta  君の力を見せてくれ@coceenote  いけいけー@kakuyasukon  頑張って！@kirakirahikaruu  最後の最後
までがんばれ！応援してます@Nishikirinww 頑張ってP @shima_roba 頑張って' @michael_schu_1 頑張ってね% @1bs6HPCS9A5Whrs 頑張って！@kiringo712020 エボルタ君頑張って！
@1iPhVBldFQSTdrJ 1,111mのロープ登り世界記録を達成できますように！@spark_bibibi123  応援してるよ！がんばって！@je6fmXqf0F6YE3D  がんばれ@04Gahahag  ファイター！！@buccii6 がん
ばれエボルタNEOくん！@collonlon ファイトー！いっぱぁーつ！@hihi_roro_mimi がんばれエボルタ君@ririminoyuta 負けるな!@Duffyko11 がんばれ！@camp_app20 ガンバレ、世界一！
@hirahira_papa  省エネ社会に貢献して！@yFo0p8PMv8Jmoks ファイト@mari161206  がんばりましょ！@HcsMkge1yq2mqLA  まだまだ。@tomurasakey  頂上目指せ@masa29126  どんどん頑
張って' @rieplove1  今回こそ！@1gdePrTzzYvI0kY がんばれー！@monmonmon0704  頑張って@greentrain2019 頑張って@NQrIoC3WSInLRbB ガンバレ@imaimaorange がんば@hirosizuku  い
つも楽しみにしています！@Foreheadfree  がんがれ！@imuzio  ガンバ!@gnu_ppp  世界最長がんばれー(º∀º)!!@south0120  がんばってね～！！@yafyaf555  お疲れ様ですQ 偉業達成してくださいね%
@mariomama0422  楽しみたいな！応援します！@anan9256  ガンバレ！ガンバレ！応援しているよ！@FMtyouzai がんばれー@kuruchi12  ファイト！@lunaponchan  がんばってね～！！@p06toki エ
ボルタNEOくん、Fight！！@shacax2  がんばれー！@SweaterOfHappa  がんば@rainbow_8538  がんばれ！@sV9lLY71JeW4l3U 応援しています@nnnujujuj 頑張れ！やれるぞ！@miyakonosiika  が
んばれー！! " # @uklioxETqRaugvB がんば@koadayon  がんばってね～！！@yafyaf333 応援しています@chizukokokoko ファイト！応援しています！@ayu12306 頑張って@akor17708543 が
んばってね～！！@apporos01 応援してるよ@inza9 君ならできる！@dream_hanna6 がんばれ@ta_minm  がんばってね～！！@p06do 記録達成楽しみです( *́艸｀): @kangetuhaku  がんぼれー
@knskmiki  頑張ってくださいR ！@d7momo12  ちばりよー@zx6146 頑張れ～@0815Manma  カンバ@kanjizai3 ファイッ( @hiro_o727  頑張れ6 6 6 @mu33103438  エボルタくん応援していま
す！@122Lanevo  ファイト～) ！@LALALILI0101  本番見るよ！@bHoEb9Th7o0psQh  ' ♡@snow25257  がんばってね～！！@ifug21 頑張れ！もっと登れるよ！@MJWSMKJ  エボルタくん頑張っ
て@fJcCOiFnhPa28DO  応援しています@chichizuzururu 頑張れ！@hiromicochan  限界までがんばれ！！@MisaKi07318612  エボルタくん頑張ってどんどん登って行ってー！！@umenomama1 頑張
れー@chan_tokage エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 ファイト！@tsukinohikari91 頑張って！！！！@pnksy644 ファイト～！！@7boc_uta9 がんばれ！@non55m2 頑張って！
@ukinkouiui  頑張れ！@micci570  ファイト！@chatagreen  がんばれー！0 @misachanco1214  ファイト1発4 @ld_cry  がんばれー@h07040704  がんばれ@d3krkpbmc  「キミなら出来る！(^^)b」
@HarryM29  エボルタパワー大炸裂だ!@uYT33HiSxvpijjV 健気でカワイイよ@mamesukeoimo 応援してます@kiyokonon 頑張って！@5uE4MmTT 目指せ1111m！世界一！@wacATSBLX3TchMC  最
後までがんばれ！@tiityan_18  ファイト@yakinikudemokuu  頑張って@zbf20687 頑張って！@shiroXkuro_usa 頑張って@Qac7W5lJFvUh2Qs 頑張れ！　目指せ世界一@Atarinko  ファイトだ(*́▽｀*)
S @twinkletinyaibo がんばりましょい！% @sma7377loto 頑張って。@miki0218kinki 頑張って！@kuuhaku49547423 エボルタがんばれー(" •̀ω•́)"@kozikiritani 頑張れえええT T T
@marutamu10  応援してるよー！エボルタくんがんばれー！@miwaayatomo  がんばーれ@michiakiko 頑張れ@PSKx4npSzZTwpYp  絶対達成！@tomoemama178  ファイト！@mochpresso  頑張って
@yy0929214  頑張って@resa_tomichan  がんばれ！@kira38970221  ふぁいっとーーーー！@3QdG44U2WQVxDFW  頑張れ！！応援してるよ7 @carson_room エボルタくんファイト！
@QcRPGEHOlRsaDbI  新記録出して！@rxanfini  がんばれ！@NAOH277  頑張れ頑張れp(^-^)q@kokoromooc  ファイト@shchmedo4  ガンバレエボルタくん！@t_t_mammy  ファイト@shchmedo  が
んばれ！@ryuji_su がんばれーーー！！！@Umi38umi ファイト@butyouknowthere 応援するぞー！@_UVB_76_ ファイティン@SHOss0717 今回も成功してね！@0528Kansuke ガンバレ！
@naokoT0138367  がんば@mi2451373  頑張って！@__xm86 がんばれ！@tomuchine  今年も頑張れ！@shi77789te  頑張ろう！@coco7_cocoa  がんばれ！@musclenn  がんばってぇぇーーー！
@marukonoikuji  がんば！@12adgda  11/7楽しみですU @RQoochan  がんばれーっ！@tk1012oa  あきらめるな！@yueda3  頑張れ！@thbyy347  がんば！@hieisharaku  頑張って' @aibo626  小さ
い体でがんばるね5 % 応援してます！@daifuku_fuku7 頑張って！@risu51707209 CMで見かけたやつ！！よいしょよいしょしてて可愛い。@chaamina0920 必勝@giuDjvsQYdjAhg8  頑張れエボルタ

H 8 H @oyatutan 頑張れ！！@cuUMtK6kj35vCGN ファイト！@gcqdlLAzxiEmlVc 登り切って！@ButterOrgan がんばってね@lllolllolllo グッドラック
@naotonton7 世界最長がんばれ@lllolllolllo7 がんばれ@KuuYano 頑張れ～！@mame3109 頑張って@1ko10chan 頑張れNEO君やればできる

@gagakaka18  頑張って@KyloRen992011  がんばれー！@nuko_pen  ファイト一発！！@mkankanm  頑張れ! " # @wamirimo 記録達成願ってます
@conpalu  頑張れ！エボルタくん！！@ken_otochan  がんばれ!!@gre_forest  頑張れー@YcKIaSgO14DwKbr ファイトーーー！！@madera02  がんば
れー！！@hanaflowerhanaf  がんばれ@ayame00  頑張って@hapihapi2021 がんばれー、やればできる@torottororo  ファイト！！@lYfIJCj0lw5DTHy  が
んばれ@wasa9978 チャレンジ頑張れｰ!!!!@ktsYZMqQkFeCBfz 頑張ってー！！！@sbsSP86T63U3Axx がんばれ@nyamake フレーフレー！！
@Erika0529wat  ファイト= > = @macoco24  がんばれ@to62299  応援してます！！@Gf4vnY8pTlBNYSM  がんばれ！@470kasaw  2歳の息子と応援し
ています！！@shamokuu3 頑張れ@kietim エボルタくん頑張ってね@hijiri1229 頑張ってエボルタくん！@kerori1801 ファイトーーー. %
@tarokichi_play  NEOくん、ガンバ！@red_4649  頑張れ～( @9QIUIxLbY0IPgfV ガンバ@hamutaro0127 達成してね！@bifiene ファイトV
@k34a2312  頑張って@nya2544 いけるぞエボルタNEOくん！@hiroshikoga 私の代わりにがんばれー@baby_march  がんばれー！@yumiken888  頑張れ
@tamakigotou  頑張って！@2fdd92db1e6148e  ファイト@sukinairohamok  がんばれ: 色んなチャレンジに勇気をもらってます% @shellie8181  頑張れ

@koemitorasi  頑張れ@honeybear072  がんばれ！@misa95kae  がんばれ@yutadayo07  頑張れ@FUMIHIDEKUN  ファイト= > = @NOAH0704  がんば
れ！がんばれ！@shoko_rume  がんばれ3 ( @tabo07  頑張れ@hanaejinjin  頑張れ～！% @sky_love1101  頑張って♡登る姿もかわいい！@nya_ton 頑張れ
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エボルタくん6 @of22o2  すごい！頑張れ！！@skiji3  応援してますN ( @H8383Tomo  がんばれー！@atari575  どんどん登れ@t7RyBgTfd3y7ddU  記録更新頑張って！@west3254  ファイト！
@qj6343  頑張れ！！@55qocJRzXWHTUfh  頑張れ!@hitomi2193  いつもお世話になってるエボルタくん！クライミングチャレンジ頑張れー！' @maomao_pq2  頑張れ！！@hi_ka_ri12117  頑張れ！
@JqBmZoxJ4Tg4gZk  頑張れ@Jnme9jwtsxyxhMI  頑張れ！@nakiyone  頑張ってー！@Emi16099253  頑張れ@QsVMjnz95GFeUyR  頑張れ@ruru_ruaka  ファイト@USnhGSbMGOq75P4  エボルタ
くん、頑張って！@Z5bs9n2Fo8EgM6h  エボルタくん頑張って@mako_como  ふぁいてぃん@momotabetai315  頑張れ！@shoushou1951  ファイト！@rururu1237  ファイト@1962take1103  頑張
れ！@PNt2lZSaAyUWIur  ファイト@tamano06151012  がんばれー！！@5fNvDRSYStVuMet  がんばれー！！！@tokutok12053906  頑張れ@H101Yuko  がんばれ！@kiyoppap  ファイト！
@pa_chu_life  チャレンジ頑張って！　@myu_job  頑張ってください!@68ZkoRFB7AqHhw7  世界最長チャレンジ頑張って8 : @cocochunchun  勇気を貰ってます！頑張れ！@kerinrinrin  世界記録目指
し頑張って( 8 @mrc715fantasy77  ファイト3 ( 頑張って( @akeko179  がんばれ～～～～～～～～～～！@rh_haro6  頑張れ！@Y1oJF045YcxH5Yt  がんばってーー！@DxSo9S0Q3qifTtd  頑張
れー！*(°̀#°́)#@Disney10424  きっとうまくいくよ、頑張れ！！！@4X7BXU1sTvp5d5g  GOGO( @mito_1910_  頑張って！！@yamadatobeige  頑張って@yIWq1MZeHzhfihP  ファイトーーー！！
@marom_trialid  ' 7 @ple_rerere  登れ登れ@nV7Ym61XHlwM4iU  頑張って! " # @7qyVXzN56abmjm6  頑張って@poppop2010  頑張れ@new20124069  ファイトー！@m1016a  1,111mのロー
プ登り世界記録がんばれ！@jun1rock  ぎゃんばれー@miray0322  fight@Orfe_DScarlet  応援してます/ @m_luckycat  頑張って@karubii1  頑張って@junglepoket  応援しています6 @kitori2017  頑張
れエボルタ君@WV2UeKxlVcELTsb  ガンバレ@8nizakana8  大丈夫！@AcyKktBfVV4r1MM  NEOくんファイティン！@anemone271  頑張って@arimoka1015  頑張って% @uniunyo  ギネス！ギネス！
@supopo_vic  頑張れ@niconico8881  応援してます。ガンバレ@sanrenfa  頑張って。君ならできる。@natsukininaru  頑張れ～##+ . @uDqQFHJCMM46KMf  がんばれ！@wild_world_spac  頑張れ！
エボルタ！@79384  頑張れ！@7aaaaa7a  頑張れ3 @3622mayu1  ファイト！@h_yukko_0628  頑張って@810Gluck  がんばって!応援しています% @3wanko  (*•̀"•́*)# ''がんばれー！@milkpoohLOVE  
がんばルンバ！@CheeringPresent  全力を出し切るんだ！@NAOH277  よいしょ、よいしょ@UNIKA1203  エボルタくん頑張ってね@mosamos90606663  がんばれえ7 @Taka121719  がんばれ～
@swordsuger  頑張って！@mikenekonopiko  エボルタくんがんばって！@seWQrI30T6PW61g  エボルタ君、今回もファイト！！@jonkopontamaro  ファイト@guriko_to  ファイト、一発&
@QA5oLP4fubPxnv9  今年もがんばれ& @ayumiiiin_kt  がんばれ！！！@HaruNonbiridays  期待しています(@225Fman  がんばれー！@Mimitaso_  がんばれー& @tukue123  がんばれ！自分に負ける
な！！@51gamo  全米が泣いた( @aiai105444  君ならできる@macco4983  がんばれー@yamase0501  かわいいよ@poiuytr200111  エボルタくん頑張れー3 ( @uenokenshouen  ガンバ&
@ronnmuku  エボルタくん頑張れー3 ( @ue_desuyo  ファイトだ@yaba_yaba  (!#•̀ω•́)# ファイト！@Ha8chi_u_u  ﾌﾚｯﾌﾚ*\( •ω• )/*ﾌﾚｯﾌﾚ@Flower31038  頑張れエボルタくん、応援してます%
@sakitaka18  負けるな& @teru10541054  地道に粘り強くがんばれー( @pokky5555  がんばれーーー@ririri_sea  がんばってー@kafemanteia  頑張って下さい@masa168827  頑張れ！頑張れ！
@nanase_muku  ファイトー)( *́•ω•`*)*エボルタくん！全力応援していますS @mochianko0305  頑張れーっ！！W @chii710427  おうえんするぞ@mimi37161  頑張って@ryomakuma  がんばれ！
@UyIgN0gih5dWyGg  頑張ってください' @aaa_morii  がんばれ@tmasa01  1111頑張って@ganho1000  絶対出来る# 頑張って！@nao5575  いつも色んな事に挑戦するエボルタNEO% 今回も頑張っ
てください8 @6dMPc2  頑張れ@manari0228  がんばれ@erierinago  エボルタならできる！@EmiLanguage  がんばれここに応援メッセージを入れてね！@adataramt  ファイト！@JumpAino  今日ま
で！がんばれー！！@masumi20658388  がんばりましょう@pito55ken  世界最長めざして！@tomopoo_  がんばれ！@pekorinnsensei  頑張れー@tonkatujp  がんばってください@werisato  応援してい
ます@rumichanmomo  がんばれ～@girlertest  がんばれ、がんばれ　エボルタ！@wfrcefbtr2  ファイト@millionddd  いよいよ明日ですね！頑張ってX @samatoki19  がんば！@den__den_MUSI  電池の
チカラを見せつけてくれ～' " @chamo62534078  早起きして応援してるよ( % 頑張ってね: @4XPmttMGFxImNle  応援しまくります！@mniasoa1  登るなりぃ@0isieoyaki  絶対登れる
@tamusann2  チカラを見せて！@mvoaiz  ガンバレ！エボルタくん！@t_t_mammy  世界最長に向けて頑張って6 @minaho8823  世界最長達成してほしいです。頑張れ！@kwantwoone  見事登り切ってく
ださい@bububribri  ファイトっ( ́∀`)ノ@kuronekocat2010  エボルタくん頑張れ～@wmQRam9MT40mRky  ちっちゃいのに凄いね、がんばれ！@rikun777  頑張ろう！@kei1105673419  頑張ってく
ださい7 @kuro7782  頑張って！@purimo731  すいすい登れ！@eaglekatsu0529  頑張れ!！@kei535816752  かわいい…がんばれー！@hiyamaarina2  てっぺんをめざせ！@SeSFgYhHdGO2YAb  頑
張れエボルタ！新記録目指して！@YcxsYinzi2omN4c  (!•̀o•́!)! FIGHT☆!!@vivitan02  応援してます% @nyakox  がんばれー！！@Lily27265396  頑張れ@haruhata85  もう少し！@lutino_rh  頑張ってね～
' ' @uDqQFHJCMM46KMf  がんばって！@pokmq1  まけるな！@keibubu2  かわいい@Utopia063  がんばれ～！@onchakuson  ファイト！@kikikano  てっぺん！@raiosa1  がんばれ！@kei2nyan 
エイエイオー(Ｏﾟ皿ﾟＯ)！@himawarin333  チャレンジ& @o3ji55  "(!•̀o•́!)! fight!@mokumokunoah  頑張って！1111mすごいね@ZrnJ8Xowg9wTAtm  ファイト@Inshan001  頑張って～Y ！
@yuttan35n  頑張って. % @na_nako75  頑張って～Y ！@hoippus2  世界最長を目指して頑張って！@87emi358_888  ファイト@sarichanman26  ガンバッテ。@tanetokusa  がんばれ(
@saki0_0saki  ファイト@uratX0Cr8gRV5eu  今日も頑張って！@kumahaataritai  頑張って% @umeume0623  がんばがんばがんば！@bambiro55  チャレンジ頑張ってー！@Minorinkos  頑張って！
@Mr21444793  達成の瞬間を楽しみにしてるから！FIGHT！@manyan_non  ファイト!!@DORA101000100  頑張れ！@kei10nyan  世界記録更新！頑張れ～！@kei13x8  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ
@Fortuna_kochi  頑張れ! " # @FV45ZCRwLlwnS0e  頑張って@dpagtm  もう少し頑張ってぇ～@monnmon0524  頑張って@Hantuna9  頑張れ！@SBRSKKN  成功を祈念しています！
@bYvFgkqhIu7tKe4  エボルタワッショイ！@holy_tsukachii  がんばれー♀_(`O`)♪@pekopeko1983  ・前にCMで見た時よりずっっと伸びてる！ガンバレ！@kigyou_kensho  がんばれ！
@masan10079356  生放送も頑張って下さいね！@trust_you_masa  めっちゃ娘がすきですよ！、がんばれ@onigiri_kaijin  頑張って！@yamaponn00  ファイトです)( ̂!̂ )*"@Mm752810  エボルタネオ
くんがんばってね！！！@yu_kensyo_snow  がんばれ～@MOCHIMOCHI4321  Fight！！@michael_schu_1  家族全員で応援してます。@rintyamakkusu  がんばれ！@hoyamanami  頑張るデース&
@kuhio001  がんばってー！@caffelatteamore  応援しています@sukoyakadays  頑張って！@namerooou  がんばれエボルタNEOくん！@masutaka0403  頑張れ！@chopper_sanji_  ふぁいとー！3 (
@skrujni  絶対にできる( @yncAs1rSw8Hn9Nv  今回も登れ～@kuroageha0704  小さい体で…！！ファイト！@ayalK1115  頑張れ～＼(＾o＾)／@wa_shigre  ファイト～" % @karafuru_kawaii 
¡Buena suerte!@ko76361  がんばれ！@chan_tokage  エボルタNEOくん！！がーんーばーれー！！！4 4 4 @JERRY_777_  頑張れよ@B_KEIBA  がんばって@adona_n_k  頑張って@Duffyko11  頑張っ
て' @nyankonakuma  がんばえー@mR6Fhe2VsUlpMgy  がんばて@ONIpYCbDZJ0CiHx  エボルタくん応援してるよ！@kirasara_kisara  頑張れ～@15daifukudesu  頑張れ@masa29126  がんばれー
@mocamoca56  EVOLTA君応援します@chuhi99  ファイト!!@zoc1071  応援してまーす！@hina72148777  応援しています@nnnujujuj  がんばれ！@hi_o419  諦めないで登り続けるんだ！！！！
@howa_wa_wa  がんばれ！！@aroiaroi2  ガンバレ@sakanauma1  がんばれ@delde6  がんばれ@ingkats  ギネスを叩き出して！！@MdebuMa  頑張って！@Safari10021207  頑張って！@apidayo08 
がんばれー( @non55m2  エボルタNEOならできると思います。応援します！@qYHJTf04dW0fJqQ  がんばれー！！@haine6XXXX  応援しています@chizukokokoko  楽しみです@yamada1004  行ける
ぞ& @achapoochan  頑張って、エボルタくん% @Daaaaa0623  頑張って！@mico_728  新記録いけぇ@hitosimaru0206  (!•̀ㅂ•́)##エボルタくーん@okashinapeeesan  頑張れ% @yu_mio1717  トライ
アスロンの時のように目指せクリア！@LimonePc  がんばれー！@HappyOkamechan  気合いだ気合いだ気合いだ気合いだ気合いだーーー@piitaroooooo  やればできるよ@soratobuakamura 
Fighting@kai04175  エボルタネオくん頑張って3 > 3 @reiposo  FIGHT@nannekosan_10  エボルタＮＥＯくん！頑張れ！！@Esstz6Aq5c1ulem  頑張れ！@nijimama_kensyo  応援しています
@chichizuzururu  あなたは、できる。ニューレコード。！@doragonfly6  頑張って# @beniCo684  電池の覇権はきみのものだ！@tKkkasnw8LZGxqw  毎年色んなことにチャレンジしてるから、きっと今
回も大丈夫！@tk68ak103_y  ファイトー@coro_coroko  今度はクライミング！？すごい！@sakua_asuka  頑張れ！@hiromicochan  (!#•̀ω•́)# ファイト！@dmja2378  当たりますように@reiko080656
いつも感動をありがとうございます！またがんばってね。@y_u77  がんばれー！！@wellwelld0ne  ファイト♪。゜+.o(($##∀ $$##))o@tomo_chan1  がんばれ！@taurus_05_08  ファイト！@AKARI_prize 
ファイト@OrchideeRan  ファイト！@chatagreen  ガンバ～ヾ(゜ー゜ゞ)( 尸ー゜)尸　@potitto_tousen  NEOくんfight!@moirtie  頑張って! " # @maki_819  ロープ登り応援しますZ [ ！
@anan9256  ふぁいとー( @1994Haru  きっと行けるよ、がんばれーNEO君、もう少しだよ～！@chageaska25  頑張れー！@saori_nu666  加油!!!@samurai_pink5  応援してるね！@kuronoji1  がんば
れい！@pxdjx_  頑張れ！！@pbN8kcscPhj7aRw  ガンバ@suu2ai  応援します♪@xxbudget  頑張って!!@sera_kng  がんばって！@vjJ15gWInVpIWk1  やればデキル！@bowzuyama  ガンバ@ksk_n2  応
援してます\ R @w1_at8  絶対登れる、頑張って！H @maru0180826158  ファイティン@mjrb30251  頑張ってね！@vanillaice005  がんばれー3 ( @appaticyo  がんば！@ri032a6cdefgh1  ふぁい
とーー！！！@daiKi_chi125  出来る！！@yajisuzusuki  がんばれ上へ上へ@uk_music431  FIGHT@shell48652759  あいとあいと(!•̀o•́!)! % ] % ！@72kujira  ファイト！！@HxDolphin  ふぁいとー！
@jet0808  エイエイオー@rinrinhouse0422  もうすぐだね3 エボルタくん頑張ってN @momosuke0111  頑張れ！@tenmeihantenchi  頑張って@FeatherDec  頑張れ負けるな燃えろー！@kirarirariin  応
援! ^ + ！@kiko20150720  頑張って( @Sb1y7KIUPJUdNHZ  初応援V 雨にも負けず、風にも負けずガンバれエボルタNEOくん& 成功は間違いない& @homepage_seo_cc  頑張れー！！！
@im_omo_chiz  エボルタくん、日曜日楽しみにしてるね！@meinstar419  頑張って下さい！@cielheart  がんばれー( @bluemoon307  がんばれー% @takapon77777777  いつもエボルタチャレンジ見
てるよ(  ́〉` )エボちゃんヾ(●｀・ω・́●)ﾉｶﾞﾝﾊﾞﾚ━!!@RiA_apex2359  応援してますD @yamamoto2021v  ファイト= > = @twinkletinyaibo  達成頑張ってください！@kikakunikansya  負けるなー！
@RoTZLBzci2EVul2  頑張れ！@yuka_smile27  ふぁいとー！@mihataabo  エボルタ君が次何にチャレンジするのか毎回楽しみ" @0719nakaaki  11月11日にチャレンジすればもっと美しいかも
(笑)@Roman2001Violin  無理せず頑張ってね！@5PDO4geeDtf4IUZ  応援します！@jOkb6recfxW6AdK  明日頑張って_ @ba_by55  頑張って！@RV0Dqs1Tjz1PTiN  がんばれー！@tkp_of_luck 
! ！！！@k88948985  がんばれー！@pipeppu9pupupu  登ってる姿がかわいい！頑張って！@maplemomomiji  がんばってね@genjineko23  最後までガンバ! " # ！@marronmarron40  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝ
ﾊﾞﾚｰ@mochi_mochi009  ファイト= > = @tebanekonyan  応募してます6 @usatar_u  がんばれーーーー@two0one799  エボルタNEOの電池を買って応援してるぜ‼@yamamoclub1974  頑張れ
@kaz1jamaica  がんばれー！@oisapn410  ファイト！@spy505050  エボルタくんクライミング頑張れ" @maicworks  頑張って@poppop2010  頑張れー！！@yysnt181191  がんばれ\( ̂ô )/
♡@asako_no  がんばー@H49705995  がんばれーーー！@cooco0329  頑張れ！@knm__76  がんばえ～@lilyrainyfor  頑張れ@KUM25NWe62lJBIe  力の限り突き進め( @kurimshichu  頑張って'
@xxkero_keroxx  FIGHT(о́∀`о)S @aibo626  がんばれー@chunchun3686  頑張れ@otannkonasuo  応援してます/ @maima0123  最後まで頑張って！@oru_257_Pink  頑張れ！@samako1276  が
んば@soba3udon  頑張って下さい(. @kgDBHxf1mb7wfz3  がんばれ@kozu79101832  ふぁいてぃん@xYpceEfrXVcIHvw  ファイティン！@SHOss0717  エボルタくんならできる！@O2done  がんば
れ@aoinomori26  世界一目指して頑張れ！@pantabeta7  頑張れ@naccannakachome  がんばれエボルタ@sbtk_1711  いけるぞ！エボルタ君！@gQbOVhOVTKA5SxJ  ファイト！@yuzupon1yuzu  頑
張ろう@sumizumi555  頑張れ！@t_ko_me  頑張れ!@junjun_nan  頑張ってください！@D1230LV  がんばれ！@Makoto_llll  がんばれ！@shin_yuzu_kana  エボルタがんばれ@kinotaka2012  (*•̀"•́*)# ''が
んばれー@YFP5M9zfOXmD4wA  がんばってください！@11_22_19  フレーフレー@resa_tomichan  ずっと応援してるぞ！@yyy33320  You can do it！@mizuxvyebrns  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ
@777yunbeemerci  上がれ～@VictoryHawks315  天まで届け( @justyougame07  頑張れ頑張れ～っ@FtM7S3IbhborhNC  ("°̀ﾛ°́)"頑張って!!!ｰ!@moon_dust632  ガンバレ！！！@Rkbof  頑張って下さ
い！@KaisanPapa  めっちゃ頑張れ@se71686  がんばれーエボルタNEO！@boonsettutaer  頑張って@mi_ou71  行っちゃえ~~~！！@NXbxxXi9Y90LxRE  その調子で進も
う！！@paoninu  応援してます！@clouDless32  次々と目標を達成して、どこまで行くのか！@toshi_gaming  頑張って% @kenshomia  ファイト@wamirimo  頑張ってね
@BBMsZzlb733nvrj  頑張れ@orangeJP2020  頑張って' @pipirupiruxx  がんばれーエボルタNEOくん% @Natuke2  頑張れ～@Kinokoosusi  頑張って
@Fortunaneko  ガンバだよ( @pN6vY62xNmOtfyX  頑張れーゴールはちかいぞ！@part2003  ファイト= > = @papamarupapan  世界最長への挑戦！頑張れ、エボ
ルタ君！@mameking123  頑張れ@honeybear072  エボルタ頑張れー@piccapicayo20  目指せ！世界記録！！@anju12321  ファイト@macoco24  頑張れ(*́∀｀*)尸
"@6dFg8Lqv6WqWe50  ファイト@amrain0812  がんばって@myy38828359  頑張って～！@jet_sakura309  わたしは@googlechan3  p(^-^)q@exit0115  頑張れ
@qdm6PLC3afDvOY7  かんばれ！@mit_o_  頑張ってね！@mi4mi11to7  がんばれ@gugumogumogu  負けるな！頑張れー！@Cheki_maru1212  頑張れ～！
@mocha_aaan  エボルタくん、がんば！@nobivkenko  頑張って！！@m30551932  頑張って！@shiroXkuro_usa  いよいよ明日( 頑張れー# @sas_0515  がんば
れー@dclubhair  頑張れ！@VWZQUGNm7W3t0TT  頑張って0 @chokusenbancyou  がんば！@HolyTkc  がんばれ‼@mikitty58  がんばれー！@kero2pulsar 
ファイト@NOAH0704  がんばれー( @zerokamo  頑張って@18jun  頑張れ！@7aaaaa7a  ロープ繋ぎは任せてねー。エボルタ君は、スイスイ登ってね(
@jyaniage3104  もう一息@mikotan21407347  みんなでロープを繋いでながーーーーくするから、スルスル登ってね( @tamani1126  頑張って！@ahitokira  ファ
イト！！！@eriner_erinerin  エボルタ君、君なら出きるよΣ(ﾟ∀ﾟﾉ)ﾉ@kaimonohoukoku  エボルタファイト( エイエイオー！% がんばれー( @0611taka0113  全力
出し切れC @Nobita_Kun21  新記録めざして、がんばれ！@midodo4651  エボルタくんファイト！@e_h_k_y724  がんばれー@maru_kisa8686  いくぞー
@yunnyunn222  エボルタくん応援しています！@122Lanevo  がんばれ@gggoooLLp  ガンバレエボルタNEO@kimus0061  頑張って～！@saigon_tokyo 
fight!!@lovebbboyz  嬉しみですね！@rereres9  がんば@U7I0c7Uqc0sPWif  エボルタ君頑張れー!!@minidora_24  ガンバレ@gviN0y0ppTDQdH9  がんばれ！
@hinofonomiyoko  努力は裏切らない！@622Youki  ファイトだよっ！@bocu_  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790
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挑戦することに意味がある！！@youyouyouyou197  頑張って@ayuse1018  頑張って( @stratos282dc  行ったれ！@studio_bibily  頑張って！@tinyan01 いけー！　@monorins  エボルタちゃんも、
頑張ってね> W > [ @xZFQ86aI07cFjQM 頑張れ@xxxxcynicalxxxx がんばれー! " # @Yokkun_yo ふぁいとぉ. @ONLY_momokachan 最後まで諦めないで@YAR77743926 がんばれー！
@7VPiu9UQW5tKPv  頑張って@arimoka1015  (!#•̀ω•́)# 頑張ってね@mako7188  ファイト@Y1oJF045YcxH5Yt  エボルタくんがんばってV 応援してるよ！@YTNG1QQsFz9Uki7 世界最長！！応援し
てます% @Nyaxrp  全力で応援します！@sog1610  エボルタネオ君頑張ってね ! !　応援しているよ。@shirou6511 いつも応援してるぞー！@wahahanoha13 エボルタくん、がんばれー@aqua3_aqua 
頑張れ！@Yuka9546  ファイトだ!!いっけー！@YKeg6w21X6GIHY1  健気で応援せざるを得ない@kuebico  応援しています！@kayo_2020  ｐ(*^-^*)ｑ がんばっ♪@1139sato  上へ上へ！@kapaharu  が
んばれー！@muraaja  1,111mのロープ登り世界記録に挑戦！？【応援が成功のカギを握る】っていうならストレートに言うよ。がんばってー% @choco_vol  エボルタNEO世界記録チャレンジ (*^ーﾟ)b ｸﾞｯｼﾞ
ｮﾌﾞ!!@reiwaponkotsu  ファイト@umasukig14012  ファイト！ファイト！！ファイトーー！！！一発！！！！@kingyo_1026  最後までがんぼるた！@nyan2_gao  君なら出来ると信じてる
@pepe83164503  頑張れーです@yuri96643070  頑張れエボルタNEO@papy1124  頑張って@otokunaunau  がんばってね！@8F67t  がんば！@sky4028su  応援してる！@Gd4Sv  ふぁいと！
@onigiri4030  エボルタNEOくん すごいぜ！世界記録達成を祈る！* C @urade  がんばって！応援してます@suzu_sky28  がんばれーー！@Su28_uni  世界一になる！@yukarimountain  ガンバレー！
@PTtZj2slaQsIjvf  がんばって！応援してるよ3 @kczskt  逆境に負けるな!@anpanbataco 頑張ってください。！@tm7752v8  頑張ってC @i0mV9mFxyltvilL がんばれ！@rei_246  絶対王者エボルタ
君。今回も記録更新だあ。@MOONLIGHT0357  がんばれー！@NAOKi_REDPOND  がんばれーーー！！！@8888pepepepe  がんばれ！@tomuchine  世界最長達成、見たいです。@mild_planet  頑張れ！
頑張る！がんばろう！@musclenn  パワーー& @yuki_yuki3690  頑張ってS @misako129218  頑張れ@1962take1103  登ってる姿がかわいすぎる！！ついつい応援しちゃう. @hello6sj  エボルタくん
ファイト@hufuk1y  がんばれ～@sakurasaku16137  やればできる！@kmesugi  最後まであきらめないで@raym092320  がんばれ@2Fcy8  がんばってK おうちのエボルタくんも応援してます！
@ken69683077  負けないで！@amy66256828 世界記録に挑戦だなんてスゴいです！！応援してます"( 4 ω4  )#@kanayu__189  頑張って@x_o_ari_o_x 頑張って@raiyonchangao 頑張ってね！
@S9yOGkmASVcltJO "(#"$*)#@CL22664982  がんばってねー` @aris_k5569  ファイトね！@4eGmp9y4JRy4pYW  頑張って@O4mZoCrGv3Ma22b がんばれa @Boro10271027  NEOくん！fight！
@6Heyt がーんーばーれ@RE22492 頑張れー！@pakihima がんばれa @Boro10271027 頑張れ！@kaz1jamaica ギネス達成できるよう応援してるよ！！@shiromi_chan チャレンジ！！
@Umaitacorice  よいしょよいしょ@01uSC3lqDuATBZl  がんばれ～～～！@KA88767484KA  頑張って！@nyankoma21  いつも応援してるよエボルタくんb @NDY0515 ･:*+.\(( °ω° ))/.:+！
@096_tuna エボルタNEOくんならできる！@sorawo10242 最後まで諦めずに頑張れ！！@0110shin0110 とうとう明日@FtM7S3IbhborhNC ファイトーーー！！！@chocooooo88 ガンバレー
@tm521330  頑張ってね！@ARgwEIOI71fVn71  頑張ろうエボルタんc @bdsgc9301  ガンバレ！@mohkomasa コツコツ頑張ってください！@6papbp5ThxppVm2 今年も達成！@hemunoya  おつか
れさま@risu_usagi_  みんなが応援している！@nonanonakki ガンバレ% @clover11132  こっそりおうえんしています@reiko080656 登れ～@Boohboo4  がんばれ～！@kin2kintaro  エボルタくん頑張
れ～" @ma_ken_14  小さな体に力強さを感じます！@po_po_hato_pop  がんばれ～！@ouxuUJ34k2alaDt  がんばれー！めっちゃ上ってるねd @satsuki120222  がんばれー！@sorara0603  もっとい
こう！@azusa55go 頑張れ～！" % @wanyak0  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 頑張れ　エボルタ！@shimizuyass  頑張って@ginmama2 頑張れー3 : @hana_myb  頑張れー！！
@kuro223223  頑張れ！@mi_nano723  頑張れー% @satosael  頑張って@nobu5517 エボルタくん応援しています！@122Lanevo かわいい！@tsukumo235  ガンバレ！C @GP05a  エボルタちゃん
を思い出しながら電池買ってます# 今回も頑張ってね" 1 @momohaneko いつも応援しています！！@kazusan0416 ふぁいと( @shinsen821 頑張って3 > 3 @minon82minon ファイト！
@crown1969  頑張れ！@b9SwPLDIthaGyvs  絶対いける！@lucky7chachacha 頑張ってX @satohappy15  がんばれNEOくん！@yuki_hszm  ファイト3 @takemacha0922  明日観たい@juffukujin 
がんばれ@tabmtab09041010  頑張って( 応援してます> @x1AND1zXQhQfflx  ファイト@yunoppy_love  がんばれエボルタNEOくん！@nyanko100  上だけをみて頑張ってね@QA5oLP4fubPxnv9 
ファイト) @asay5910 がんばって@mgn10boc 小さなボディでも目標はいつも高く大きく！頑張れ～& @waraukado_fuku7 がんばれーー@imaimaorange ガンバレ！@wayo_chan がんばれ！
@kenshouchannel  がんばれー！！！！れ！！れ！@GyQdw  頑張れ@0G2QEG6LjhTLa6u  いよいよ本番当日！頑張ってー！@sr_01m_robo  エボルタくん…カッコいい！イケメン!@lilylovespoints  頑
張って@kouya_ressa  ついに今日だね！がんばって！@coceesan  がんばれ！@nana_5_18  ファイト！p(^-^)q@Snoopy121917178  頑張って～！応援してますe % @3RobinRobin3  世界記録応援して
ます( @mireille1027  がんばって@myy38828359 頑張れー！最後まで諦めるな！！@Envoy_ss  ガンバー@erikosaaaaan  世界最長、がんばれー！@kotomo77  頑張れ～@wprEhTtgwWTBxq2  頑張っ
て[ @nyanpapapo フレー！フレー！エボルタNEOくん@Apple_koma 応援！@kyo100kyo ガンバレー@JJ20945688 応援してます@wataru0064 ロボットくんのように、粘り強くなりたいわ
@buruneko_ohana Fight！！@uyw6D2FeGIjvBKB がんばれ@kikaishin_t 頑張って( @HSgame0 頑張って！@raz_schiclo がんばれーー！@news_kanjani8 目指せ記録達成& ファイトー&
@61campe95cam38  頑張って！@solm_lunaw_sol_ がんばれ！@1_flowers  エボルタくん頑張ってね@mosamos90606663 頑張って！@jin460802 頑張って@yuyu37509539 頑張って＼＼\\"( 'ω' )
# //／／@rinkakensyo  ファイト@jis009  がんばれ@nnkzms  がんばれーー！！！@meg_torchlight  応援してるよー♫@ikoma2020  頑張って@n_jm8k がんばれエボルタくん！@f__m_nn__rr  エボルタ
くん応援してます% @ookinakurinoki3  頑張れー！@edge_sora  明日のチャレンジ楽しみだ[ ！@anan9256  NEO君しか勝たん@tensu___  頑張れ！@MiketyanMiky  ファイト！@neko_ni_dash  頑張っ
てね！！！@sweets_love5  頑張@roromi910  がんばれ♡@duffy_s_18  がんばってくださーい！@mi___b  頑張れ@wprEhTtgwWTBxq2  ガンバレガンバレ!!!@28nen6235kenji 頑張れ！@rakuni1kiru 
あなたの頑張りで元気をもらってます♪♪　私はこれからも応援し続けま～す！！　がんばれ～！！！@kotetsunoyome  1歩ずつ頑張る姿に感動します！着実にファイトー% @Koupiiii3 頑張ってね！
@mikinosukeeddy  最強の電池です@11711mimi  いよいよ明日！今日はゆっくり休んで明日に備えてね"@315PG がんばれ@kumoko438  がんばれ@kumako438  がんば！！@kyokooo1128  がんばれ
@kyokooo1129  がんばれ！@kyokooo1130  がんばれー@kentakenta0610  いけーーーー！@Mi20040924  がんばれがんばれ～@cherry0111111  いけるいける！@tmflos  最長突破がんばってーー！
@u_maku_iku 頑張れぇ～@Qac7W5lJFvUh2Qs いよいよ明日。がんばって！@3wanko 頑張れ！@hiromicochan 世界最長目指して頑張れ！@kaspks ファイト@dTx9v0LnYWZ7bbN がんば！
@tkp_of_luck  頑張れー@ysk_ngo  最強！@quicktaka  頑張れ！@cage333  頑張って@iZrIe8PbA7bPMxx 応援しています@nnnujujuj 家族でフル応援@41okabasan ガンバ@tigerchibichan ファイト
@5gxTihr19lvsilt  頑張れ, % % @tomo0541102583 頑張って@827827827m 頑張ってください@bigmame7777 がんばれ！@lovelovesong46 ファイト！@chatagreen 上しか見るな！！
@saaya25679787  ファイト！！@hana45osi  とうとう明日！見てるぞ。@shinaxy 頑張って2 　@aoinomori26  小さな身体で頑張って！@eri__hazu とりあえず気合い@pastesh08 いつも応援してい
るよ！！@1011_0517  電池パワー@b2hdf  頑張ってね@20emma80  頑張れ@mariaya16  エボルタくんいつもありがとう！頑張ってねf @BjEElDd5QGtpuWQ  頑張れ、頑張れ、がんばろ！@musclenn 
頑張って！@kou63031958 距離更新期待してます＾＾@blackswan1107 応援してます！！@U_htmmtc_KI 頑張れ～@cosmiocosmio  がんばれ～！@natsu_h2k3  頑張って！@ken_chocodo 応援して
ます！@miyatahara0843  ファイトだよ！！@1972199s  応援してるよ！@on_0270  応援しています@chizukokokoko  がんば@mi2451373  応援させて頂きます% @Mikan_universal 勝つんだ
@arimoka1015  ファイトです(*‘ω‘ *)S @twinkletinyaibo  応援してます♡@STELLA69120 頑張れ～@monnmon0524  がんばれエボルタNEOくんギネス塗り替えろ！@hilite1983  世界最長チャレンジ
カッコイイ% @sakiron113  ファイトーーー@kotokotorinz  がんばれ～　負けるな　ファイト@to1529ta 大丈夫！成功を信じて一歩一歩進んでね。チャレンジ応援していますよ！@243mya  頑張って！応
援してるよ！@miracle26331968  がんばって！！！！@Akatukisan3  ずっと応援しているよ！頑張れ@TtuyLyubv4XeHwD  高橋さん！エボルタくん！頑張れー！！@sekureiworld  頑張れ！.
@P0jjE07pQUfC3Gw 応援してます！@yy0929214 がんばれ！@kensukeknsyo がんばれー@bess1208bess がんばれ@news_kanjani8 応援しています@chichizuzururu ファイト！
@bWEGsd0fwqXBlPH  応援してまーすg @tomozou56  エボルタNEO君、頑張って！(^^)/とにかくご安全に。応援してます！高橋パパ様も長丁場、頑張ってください！@morimori_march  がんばれー！
@06nDGG4uqFIaPzo チャレンジ！！@YOUJ_ 君が勇気をくれる@Bakunicorn 頑張って！@shiroXkuro_usa がんばれー！@SBRSKKN ドキドキしちゃう！@shoko_rume ファイト= > =
@sayaka23  エボルタがんばれ! " # ！@foNACSs  行ける！頑張れ！@3780t0 今年もがんばれ( エボルタNEOくん( @yukkymajyo  成功しますように@nenenege 頑張って下さい@asagiri_m8u 
FIGHT` *゜@s3j17ayy  頑張れ！@box_pondewa  頑張って！！@uncletomo7 おめでとう！@kaokaokaori0109 頑張れ( @0525Asari  小さい体で頑張ってるんだから私もがんばろうっと！@sunvaiz 
がんばれ@rainbow_8538  エボルタNEOくんなら、やりとげられるよ☆ファイト= > = ！@ariari20  頑張れ！@mhth89  今までも数々の挑戦をしてきたのだから、大丈夫！！@hirahira_nohira ファイト
3 ( @ria_amulette ファイティン！@SHOss0717 ファイト～@guritogura03 頑張って！h @menkayaku 応援しています@chiroru4400 ファイトR ！@d7momo12 今日買いました！
@chibi46794679  エボルタくん頑張れ！@yuria_donguri33  あともうすこし！@Muko_01_13 がんばって！@lumiere_douce1 頑張るのだ！@n0511s_m_s  頑張ってーーー@sawasawa1116  ファイ
ト！@___happy_days  １mでも長く頑張れ& @noribentou01  がんばって@momosuke_cute エボルタNEOくんの頑張りに勇気をもらえます！@delorean1212  いつも応援しています@delde6 がんば
れー！@one68030754 がんばれーーー("! %"%)#@AskDcy 頑張れ！！！！@fuku10242 ファイトです～♪@rikuri_3 NEOくん、ファイト& @yakuswa_27 がんばれー@lovaaa_yagi 頑張って
@mayoko2021 [ [ [ @eringi___mint いっけー@2K78US2ppo4beqe ファイト@O4mZoCrGv3Ma22b 頑張れ頑張れエボルタくんー( @umenomama1 頑張ってね～( 応援しています/ .
@uDqQFHJCMM46KMf  ' ( ++, -- ' )' ( ++, -- ' )' ( ++, -- ' )@kyon20858488  ファイト！@25mika04  いよいよ明日！@a80342  がんばれー！@mochpresso  がんばれ！@mrmk67  頑張って3 >
3 @maryohei  エボルタくんは我が家の必需品！頑張って！！！@8338Koki  エボルタの底力を見せてくれー！@yo0664  頑張れエボルタ@yoh_2200x  がんばれー3 ( @0924Katsu  頑張ってください！
@uma8M  技術的にもすごいことだと思うんだけど、のぼり姿がかわいすぎる！@hirow995  君ならできるーー！！！@gohangaumeee  ＦＩＧＨＴ★(@cpb28e4HZvsknhZ  がんばれ～: @6ma_ma17 
がんばれー！！！@takuto199310 いいぞ@BoiHZoDEJ6wnTNv ふぁぁぁぁい@bob_haruka がんばって!@hukuwoka 頑張って！@Youthk28S ファイトだ(*́▽｀*)S @aibo626 がんば
@Y2OJp3ovmhf61QB やればできる！@takaya75 ﾌｧｲﾄｰ( ･"･ )!"!@KITSUNETSUKI12 ファイト！！@oblivionk69 ファイト！！@grh_krn ガンガンb@mukaimatsukawa1 頑張って！
@hana_zo333 最後まで頑張れ！@daaaaaaaako 加油@chanm_ing 頑張れ！！@kimaotsuma37 頑張れ～6 @0617tsun  応援してるよ@blackcatiove ふぁいとー！@CdEzw  世界最長いける！
@ray96938685 スゴイチャレンジ！がんばれーー@yozorahanekoiro 頑張って、応援してるよ@Yukayuka1004223 頑張って@sl7i7tbYIm6Tub3 ファイト！@turuhuka がんばれー！！！
@chiiichang321 成功を信じてがんばれ#*｡"(#"$*)##*｡@snowflakedrops_ 頑張ってね！@ichigopurin22 頑張ってねT @56maiko925  がんばれエボルタNEO！@arvvel8  ガンバレ！！@happynakopi
頑張れ！エボルタ君！@bn9VtImanBmm4Cp  ふぁいてぃん@momotabetai315  エボルタくん頑張れ応援してるよ@m48563421 頑張れ！←@WhiteOw41142017  がんばれ@KIKI002144  ふぁいと！
@rururu1237  ファイト@macoco24  頑張れー( @ba_by55  がんばれ@Tiffany0119  応援しています% @cocoatowatasi  fight！！＼＼\\"( 'ω' )# //／／@pinokon_o  がんばれー！@Seakah2  がんばっ
て@beefhd08  世界最長i j 頑張れ～! " # @fu_na_1day  頑張れ! " # @papamarupapan  EVOLTA君大好きだ@chuhi99  ファイトー@popo81a  ファイト= > = @honeybear072  成功目指し
てがんばれーS @kushamitakusan 頑張れ～@9696abc2222 がんばれ@GcLn9x がんばって@o3minnow 頑張れ@wamirimo がんば@leavenothing3 ふんばれ@maybslpo9 いけいけ(
@yuuri68966498  ファイトーいっぱつ！@ri032a6cdefgh1  がんばれいR @supopo_vic  頑張ってください！@GA25VcAwqidrfSO 登ってる姿可愛すぎるk 　応援してるよ！！@tegolove1007 頑張
れ！！@358u_u  ふぁいてぃん@pironoyuri  期待してます！@24sayo27 頑張って～@sas_0515 ファイト@NOAH0704  ファイト4 4 4 @ChieJam1020  頑張れ@RVjR54bYt5KcNZK がんばって

@raiga_ms  高く高くのぼれますように♥頑張れー！！@marumaruinu71  がんばれー！！@E3j4MqS0ZAB127v  登れー！@SneezyKin2  がんばって！@annrosey16  がんばれ
エボルタくん@momo_sacura  頑張れエボルタくん( @eYKW8RnlCFCraDa  ファイト@mitinekko  がんばれ@kaokaokao1618  エボルタくん頑張れ！！子供も応援してま

す. @Ukikomo1  絶対に登れるはずです！頑張れ！@hann20051998  見守ってるよ。君はできる！！@t_keiko1117 がんばってね！！！！！！@_KoyaMaru  がんば
れー@kojiro_1105  目指せギネス！頑張って下さい！@FactoryEyes 色々なことに挑戦してきて、また新しいことに% 頑張れー( @nanamon36  ウチでもEVOLTA使って
ます！　@ru_taso  頑張れ& & & & 応援してるよ7 @piitaroooooo  がんばれエボルタくん@movi2000  頑張って(*^^*)@marble_marble20 頑張ってください'
@abc543abc  がんばってねエボルタくん！応援してるよ8 @4X7BXU1sTvp5d5g 頑張れ！@lYfIJCj0lw5DTHy  頑張ってo(｀・ω・́)○@kirichan_naomi 頑張って
6 @62896717 お前に明日はない@texasinusa 応援してます. 　@21runa21 頑張れ！@Pjfbbj06GwmQaaA 頑張れ( 　@81hm81 頑張れ( ･"･ )!
@3011ENDLIx  がんばれ！がんばれ！ＥＶＯＬＴＡ！@suzu602  いけいけ！がんばれ(っ`･ω･́)っ！@atali_masu  毎年頑張ってるね" エボルタNEOくんファイト！！
@manbo624 頑張って！@duckfoot9898 アンタがいちばん！@kumi_d 頑張ってね！！@maikoha36881815 エボルタがんばれー@hiyokurumino がんばれ
@eikurapon  いよいよ今日だね　頑張って@9Yw4p30yn3fcrFu  がんばれ@eikurapon  やればできる！@kayuaco135  頑張れー！絶対成功する＼＼\\"( 'ω' )# //／／
@aikobean  強いところ見せてね！@ramenmaru_desu  登りきれ～！！l m @like52539269  Fight@ma2lll  がんばれー！@mamataru  頑張ってね@rinyuian チャ

レンジ嬉しい( 頑張れ～@EGAa55OMydqxqB4  がんばれ！！みんな応援してるよ！@t0711w0724 もうすぐ始まる@kyooosukey がんばれ!@rimoneko9 
最後まで諦めるなよ～@chibi_manda  頑張れー!!@BBB48124871  長持ち、パワーで今年もギネス世界NO1乾電池を達成してーーー@chikuchiku2016 頑張

れ。エボルタならできる。@isaragi1  エボルタくん、頑張って！@teatea20141130  エボルタNEOくん、頑張ってN + + + @Z5bs9n2Fo8EgM6h  今
回も頑張って！！@C6248maetel  頑張れ@ayaa_03  エボルタくん頑張って～@kazu3_kaachan  もうすぐ！@animamaniela
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がんばえー@Yumenose_0513  がんばれーっ( @bluemoon307  エボルタくんがんばってー！！！% n % @maruhiro  がんばれー！！成功しますように% @marimocchi69  エボルタネオダンス大好きな
我が子と応援してます！@mkopiluwak  下は見るな！上だけ見て無心で登るんだ！！@Quester_ds  頑張って！@mihxxnakxx0420  世界記録達成だ！楽しみにしてます！@euB0g4irQfeeScD  頑張って！
@RT800656571  がんばれー！！@8a27e5056b0f434  エボルタネオダンス、子供たち完璧に踊れるよ！エボルタネオくん頑張れ！！@kopi_nana  頑張れ！！応援してるよ！ファイト～！！！
@denden68ton  がんばれー！@airuchan___  イケイケ@jeank0704  昨日エボルタNEO買ったばっかり！ファイト！@kintore_special  頑張れー@reonford  がんばれー！@corn0000150  がんばれーっ
@mmmko1234  エボルタNEO頑張れー！@nojokko  エボルタがんばれ！@sbtk_1711  頑張って@kerinrinrin  応援しています@nano_envi  頑張ってo @9YdPlhswLVGfIr2 がんばって！ラスト！
@tanpesochi08  GANBA@yuzuhime333  頑張れ@4979niwatori  エボルタがんばれ！@kinotaka2012  登るんだ～！@Ayayukichin  頑張って～" ！@nariy210sa  ガンバレ！@nameless_1005 世界記
録達成を祈ってますガンバレ～& & & @osakakou_16ki  がんばれーがんばれー@funnasy8  "(°̀#°́)#ｶﾞﾝﾊﾞﾚ‼‼@vyizk_65  最期まで諦めないでね& @kita4s2  1111m！ちょっとずつでもがんばれー(  ･"･ )
!"@jyaian_princess  NEOくんがんばれ' @nevadillo_lanco  行け行けエボルタ、どんと行け"(=゜∀゜)"ｴｲｴｲｵｰ☆彡@nekotora2gou 頑張って～♡@chanmohi_1 Never give up！@kenny_luca  がんば
れ！@kkshanti_14  NEOくん頑張れ☆@Ryusei_0506_win  エボルタくん頑張れ& ' @mariko_makino がんばってね@taiao2021 がんばれ！@itoumiho3 がんばれぇぇぇぇぇぇぇぇーーー
@sakanakun_dayo  ファイト(*́▽｀*)S @NOAH0704 登って、昇って、昇りつめるのです！7 @iyayo_184 応援しています@iNagiku2003 頑張れー！アルカリの意地、見せてやりましょう！
@winmillenniumg5  がんばって@L9uJMyex5I1ihaw  頑張って@JackBoy49  頑張って@wat557  世界最長1111m成功しますように！@AONe5btdjqCokyb  チャレンジ成功しますように@hana_zo333 
頑張って！@borntolove77  頑張って！@micoo329  ファイト！@kuririn_taiao  頑張れ@taiao2021  いけ～@starringo555  頑張れ絶対できる！@micky0812  今日の12時間生放送楽しみです。観させて
いただきます。@nchabaicha  登ろう、上へ( @qUJEfwasRRKpgDM いよいよ本番！応援してます. @sumaayu_ がんばれや@cyuu3cyuu3 わっしょいわっしょい　@yuckeyn fight！=
@niki112200 がんばれ！@uemi7898311 頑張れ! " # @stnrni ずっと応援してるよ今回はＵＰなんだねがんばれ！@kaz2740 ファイト！！@doramichan56 エボルタくんAllez!@ATGC_AUGC 
GoGoGO!@ymrfls  頑張れ～！@a_ri_mam  今日応援します。@mild_planet 最後まで頑張って！@ts491974 ガンバって！(". •̀  ̬•́.)"@gaoringaorin  頑張れエボルタ！！登り切れ！！チャレンジ成功願って
ます！@farcefactory  頑張れ@HIDECHARACOL1  いい記録が出ますように！@nakaseichi  がんばれ～！@haguremetal999  成功してね$ ' @ishicoco  ファイトー@ERNBPxT6lHCE3hY  最後の最後
まで全力を出し切るんだ！@NAOH277 頑張れ！@kanakkoyuki 1111m達成目指し頑張ってください。@reachiizu 頑張れーー！！@rxSLngCjRoVuTBd 応援しているから頑張れー!@kito3813 
fight@lxp2010 頑張れ！！@yomoyamao 泳いで頑張った　君なら登れる頑張れ@OZ0u46S8229SoSb 頑張ってエボルタNEO. @fd3sse3prx8787 がんばれ@_skrk_tan_ 頑張って頑張って
@maidanzu  頑張りやー！@outdoor_CN9A  目標達成できますように！@rokigori 応援！！@nyannyannekone  記録達成願ってます。@kwantwoone  ガンバ@KenSyou_Oubo  ふぁいとー応援してま
す！@mk12mk  頑張れ、エボルタNEOくん' 応援しています. @77fnAt  頑張って！頑張って！@714Duffy  頑張れーーー！！@TK67m2Zgaw3DtIE  頑張れ！@pp1129  可愛いから応援してます！
@122404_am 昔から乾電池のすごさを見せてくれていたよね。とうとう送ったメッセージを登るんですね。がんばれ！1111mを登りきってね！@3ZP3rU46Itox7SX 頑張って" C 7 ！
@hutaemabutainu  がんばれ～！@timeontimenow  頑張って！@nao5575 頑張れ"(#"$*)#@mixirio  今日楽しみです。応援します。@whonbatto  いけーいけー！！@mJssEJSomjGW2su  がんばれ！エボ
ルタNEOくん@Asuka0188  頑張って！@chibi_8906  いけいけー！@NNKK19  頑張って～[ 　@sorabibito  エボルタ君も凄いけど、これを企画、運営するスタッフの方々も凄い。Q 楽しみに見ますね。
Q @takezenn0714  頑張って。@bAHwnGo5ljSJmx5  最後まで頑張って！@shionhiro エボルタくん、応援してます。@zucchiinaa  気合い入れて頑張ってー( @RjiRji23  世界最長目指して頑張れ!!エボル
タneoくんの頑張りに勇気づけられているよー！生放送でも応援するね" ( @Hiroikokorode1 がんばれ世界最長記録　@Ogon_no_tuki エボルタネオ君頑張って！子供達も応援してます。
@pukupukukaka2  世界記録達成してください！@crazyakiko  ついに今日なんですね！頑張って！！@34apps  がんばって！@HH68078251 頑張って@amrain0812 いいね@tomo24444  いけー！
@r3u9u6ur  頑張ってください@GAZOb6Nz2X7RLow ファイト！@ma_cotion  ファイト@kepipita  頑張って！@risu51707209 がんばれ～@osati77  重力に負けずにノボルダエボルタ@Takasan1961 
ファイト@nanamaru6 エボルタくん頑張れ～Q @choro_pii  エボルタ君うちにも沢山仲間が居るから皆で応援しているよ> @TOMY58317888  頑張れっ@megumu_0302  (!•̀o•́!)! FIGHT☆!!@nya4848 
頑張って!@m07i02u エボルタくん、頑張って！応援してますので、世界最長絶対達成して下さい‼@nanachi999 ファイト@tarokaet 頑張れ～@69o6LNgcW1tNuY5 ソイヤ！@iksd12 いけー
@ma_kin1015  これ、1回生で見てみたい@bebe_stanp  がんばれ@mimi09165065  チャレンジ応援してます！@uremimi  検討祈ってます！@k_garden  ファイト@emimamata  負けるな！君ならできる！
@ebifuraisaikou  いよいよですね！楽しみにしてます！@newspapersub2  みんなが応援しているよ@oyatutan  がんばれよ～@oyatutan  エボルタくん、記録達成を願ってます& @0528Kansuke  ファイ
ト@Cemichanmama  ガンバレ！@yougod3774  ファイト！@bairinsou  ファイト@pipirin51  いよいよだね！頑張れっ% 応援してるよー" @bocu_  君なら出来る！！頑張れ～@u_rai5411  君ならでき
る!!!@miffychang ファイト@patotoyuyux 世界記録達成できますように！がんばれ！！！@mimaru9128 頑張って@tewrrb 頑張って@eSDj6veE1T7VeuK 出来るに決まってんだろうがぁ！！
@battyankouji  がんばれ@oNBuLbufnTrauIs がんばれ@Moruda75  頑張れ！！！エボルタくん！！！@dale_risu  エボルタ！@mono93679650  えぼるたくん太平洋横断しましょう。@pontacyan7777 
頑張れ！エボルタくん！@yuuuuame  ガンバレ！(; ･`д･́)@madogiwa62  エボルタくん頑張れ！！！@cosui  エボルタNEOチャレンジ2021！@jet_makatoni 今日が特別な1日になりますように。みんな
君の事を信じています。@5awa_j  がんばれー！E @revontuliii 頑張れ3 @kionkaon ファイト& & @mLXc6EHYqduoMqw 応援してるよ@O4mZoCrGv3Ma22b がんばってね！応援してるよ！
@ume08880  ( 'ω' #)#" ふぁいと@yanagie9  ファイト@pipiyoyoyu  がんばれ～！q(^-^q)@kotopoc  エボルタNEOチャレンジ！@BananaCake0018 ファイト！@noyuta03  がんがれー@otamarukero
頑張れ( @kazuchi_55 どんどん登って！がんばれ*(°̀#°́)#@rieplove1 自転車の時代からお世話になってるので、是非とも完登して欲しい!@sigsanT0227 いよいよ% @chi_ko_11 頑張ってくれい
@9Vrszej4mkwyXbq 諦めるな頑張れ@9Vrszej4mkwyXbq 頑張れ(≧▽≦)@7stmwhitty  クライミング頑張ってー！！(っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!ﾌﾚｰｯ!@hizukiryuya  ガンバ！@yougod74 がんばれがんばれ(
@tvxq0126  がんばれー@moon23965  がんばれ～% エボルタくん！@mikuro963  がんばれ@yupararat  がんばれ～@qiora14  応援してます. @ymarupen  頑張れ！！@bubuuchan2  応援してます！
頑張れエボルタ！！　@pok5you  ガンガン行こう！@ygbicyclebeet55 健気に頑張るエボルタ君が大好きですね！@ZpoHqO  エボルタくんなら出来る( @tvxq0126  ガンバレp p @Mu_taMutaMuta 
頑張ってq @chika060102  ちゃんと生放送して実験様子を見せてくれる企業は素晴らしいですね。@chiko__chan__  頑張って！@6dMPc2 いけー！@maruro666rodan  ことしもやるんですね。ファイ
ト！@doresoreyare  ガンバレ@ChocobisBiscuit  (ﾉ$ヮ$)ﾉ*.#ファイトー!!@c4zSa4eTJOcCawa  がんばれ！@hidesoehi  チャレンジ成功を祈ってます！@cndrl_mom  がんばれよ@azushiko  君ならでき
る！応援してるよ！@mikimi66  頑張れ~　@r_u_m_p  がんばれー！@hanachan70  エネルギーの続く限り上るんだっ。@aoneko2000  fight‼@ypVNGUcca0DyBK3  チャレンジがんばって～8 (
@starryskydark  いける。@tomurasakey  がんばれチャレンジ成功！@Hirame_Magochi  がんばれー！！@nagisa_13458  頑張って下さい！@tamatama3977  頑張ってください$ @0101jg  登りき
れ！@yulego11  フレーフレー@apetope66 頑張って下さい。@koushou0235 頑張れ！！頑張れ！！エボルタくん！！@tsukino1waguma  エボルタくん目指せ！世界最長@otherwords11  エボルタくん
頑張れ～( @starryskydark がんばれー！@leaq32_lani エボルタNEOくん、頑張れ！あと少し！@nonanonakki なんかよくわかんないけどがんばえ～@pcdaisukiotoko 楽しみです～頑張って～！
@a_starlights  目指せ世界記録!!@ppp00114  がんばれー！@yokkoiasakoi  わっしょい@benjamin4645  記録をつくれ@takatan_sai いよいよ！頑張ってね！@ZuGo6b 頑張ってね♪@tv350ml 頑張っ
て@PekoPekovie357  ファイトファイト！！！@Mint31208855  君なら出来る！@conpalu  たくさん応援しながら見ます% @miucchi_ribbon  エボルタTシャツ着て応援しますね！@bro150401  がんば
れエボルタくん！@lions924  エボルタくんの頑張り見ると自分もガンバレそーな気がするわガンバレ！エボルタくん@jikyo50  期待してます"( ‘ω’ )#　@cafe_angy  ファイト！@hiro_suya  世界最長目指し
て頑張れ！@ex_danna  大事なのはバランス感覚！@rocotsu  エボルタならいける！頑張れ！！！@Pokemonmania707  NEOくんじゃないけどうちにもエボルタくんいるんだ。がんばってー！@mmmmoto 
頑張れ！@souzousinnmea  エボルタNEOくん頑張って～！@onchakuson  がんばれ@thankyouhamada  エボルタくんファイトr @hihi_roro_mimi  ガンバレエボルタNeo@toranbe3  世界記録達成は目
の前だ。頑張れ！@holy_cow1869  頑張って！@van_halen5  ファイト& & @tokinonyanko  がんばれー！@copia248  がんばってな！@t0nikr00s ファイト！@iineEXTRA99  頑張れ@paopao097  ふぁ
いとー@mirume1129  頑張れエボルタくん！@trm18311212  がんばれ@nomuyone  ファイト！@masa3373masa  FIGHT！@aosoratamako  頑張ってください。@pGgCcoPfNwxuWQr  がんばれ～！
@sy40702888  いつまでも味方@makiaya0921  fight！@crl5a5ervdlqHES  がんばれ@9997gafa  頑張れ@akikan565656  応援中. @9994gafa  やればできる@greatgirl9991  どこまでイケるの？頑
張って@18jun  今日もずっと応援@greatwoman1999  応援してる. @9996gafa ファイティン！！！@happywoman9991 ついに今日？！エボルタくんばれー！@mihouboyou がんばれー
@9993gafa がんばれ～@tontan_chinsuke 頑張れ！@ofuton_24 ファイティン@9991syukatu ふぁいと！！@araburuarsa 1111mチャレンジ成功祈ってます！頑張って下さーい！！
@uokvLA43ybSNNWn  最強$ 力を見せてくれ@CN9A_hokuetu  ガンバレ(*́∀｀*)@Soul20130404 がんばれ～k I @k_s_h_m_s  がんばられ@Taka121719 いったれ！！@sq53red  みんなの希望を
乗せて頑張るのだ！@ken_kswz  応援してます@hpp0p 頑張って！@07mam1 最後まで確実にゆっくりがんばろう！@Osusume_Shoukai  ガンバレs @soki_2622  頂点目指して頑張れエボルタNEOく
ん！@elfkokir  がんばれ～' C : % . (  ･"･ )!"!゛@hpsp_m1173  えぼるたファイトだぁ！@R33gts4Kai21  がんばれー@akirayamawaki  エボルタＮＥＯガンバレ& @rip09502203  持久力を信じて
ます、頑張れ！@1aTatsuya 諦めないで！@blue_moon2159 どうか成功されますように% 頑張って( @paroribre 背中に背負った電力パワー、私も背中に背負いたい！電池の限界を超えろ！！
@satumopu  エボルタNEOかっこいい　@statice0331  j % E% V% O% L% T% A% $ % N% E% O% t % Fight% (｡･ω･｡)ﾉu @lechat3ke 雨にも負けず風にも負けないで！@Kensyo_Natto 
Fight!@pixel_neeko  頑張ってー！@mona4351  ファイっ！@hamadannna  エボルタくんがんばえーー！@milkalos 練習通りにいけば大丈夫！平常心平常心。@manyan_non  一歩一歩着実にがんばれ！
@BRUYANT_  がんばれ@yougensui1  頑張って！( o(｀・ω・́)○@go_lluucckkyy がんばれ@aaaaaCHANaaaaa_ 頑張って～@wakajima がんばれ@Hiroimono1111 頑張って！
@swGSQIPtR9WkhZz がんばれー@halyuzuringojam 成功祈ってます！@lotta_cafe がんばれエボルタ！@chocolatsmile55 (●'д')bﾌｧｲﾄです@youmym111 頑張って登り切ってね！
@8B9IJ5oGjGt5DnN  フレーフレーエボルタくんv @mu_te003 頑張れ！@mf08_honda みんなで応援します！@CIMATYPE2 頑張れ！@fluvi1109 がんばれ@kozakura2019 君なら出来る
@BEXXYL0315  1111m、諦めないで登りきるんだ！@025_8_S04  頑張れファイト！@ken_chan_jr  応援してます！@503stu  頑張ってー！" @kotomint118  頑張って( @akeko179  がんばれー！
@byoruxx23  おやすみー　@yoshinyente  登れ@sakanauma1  ガンバレ‼@m8853013390  生放送見るよ！@_6583717390343  いつも応援しているよ！！@hohohohoho2525 頑張って～o(｀・д・
́)o@KJ8rainrainbow 応援してます！@tEtN9IoKu3MJZwi がんばってね、応援してるよ。@kochan98 がーんーばーれ@RE22492 がんばれー@tomohiroyellow がんばれエボルタくん
@rkEHwmyeOOm4q2A  ガンバ@Uni7171  感動を！！！@kotorin_ko  ファイト！！@twitwi09  頑張れ！エボルタくん！@daimonji0429m  Fight ( @seijionchi  頑張って！@1028luna がんばれエボ
ルタNEO$ ！@spiral_cylinder  10時からずーーっと応援するよ！@IZUMAH  ファイト～！@yasushi_mitoma  ファイト～r @_yuzzy  頑張れ4 @_mm___mmmm_____  がんばれ！@kumako56  世界最
長クライミング頑張ってね(Z エボルタくんなら絶対できるよ！！！！応援してるからね"@otogamenashiko エボルタくんの頑張ってる姿は微笑ましくもあり私の明日へのパワーでもあります' ゴールめざ
して応援してます( @zorome6  世界記録でるとよいな。@rh8471 (*ﾉ́□｀)ﾉｶﾞﾝﾊﾞﾚェェｪｪ@collonlon  エボルタくん頑張れ！@shirokumapmc  ガンバルンバ！いや！ガンバルーロ！@uomasa03  エボル
タしか勝たん！@kmt_hi  期待しています@abmym1  エボルタチャレンジ頑張れC @Railgun0091 ガンバれ～！@_systeme_d_ 頑張れ@_ribbon_xxx がんばれぇ！@eripupupupupu 頑張れ
@saosao301  落ちないよう頑張れ@CBl4MMIWBGY6BdA ゆけ！エボルタ@maskman35091556  応援してるよ！@Yst9Iunx87XGebt がんばれー@RoboRoBoHoN1  がんばれ@surume_uni  世界を
獲ってくれ…！！！@traveler_gensin  優しくて力持ち　@ms47si8  エボルタ君世界一の記録頑張って！！@iPVbN1NtUDfwvP1  頑張って( " @lTYOS0zq2k1tNt8 頑張って@campregift ファイト
@and_app  エボルタさんならやれる！頑張ってね@7Nt5gwAcmwgzn3 頑張れヽ(^○^)ノ@HgCIxpwAvPCj8Vg 頑張って& @kozakurakonbi めちゃ応援してます！人力飛
行機飛ばしたときのような馬力をみせてほしい！！頑張れ！@j2rCaDI6PQ67Srd  がんばれ～@cZDc3Js3TNi6o56  微力ながら応援のエネルギーQ @23_w  無事にゴールで
きますように！@momww_w 頑張って！@RV0Dqs1Tjz1PTiN ガンバレー@loas123456789 応援しています@yyoko03274 頑張れ！@got7souko  頑張ってくださ
い！@nori1521  応援してます！！@oblivionk69 チャレンジの成功を祈ってます！@ariari20  エボルタくんがんばれ！！@akiton0519  fight@z4XrTNF2PHXGhEC 頑
張って@komathi171117 成功願ってます！！@AgSLEbQNHBataIF エボルタくん！頑張って記録に挑戦して下さい！期待してるよ～♥@You65273819  諦めずにがん
ばって！@yagi_yagi_ya  成功祈願！@tano_eke_ichi_2  ファイト～！@jet_sakura309  頑張れ～& @F8Watawata  頑張って@dkad11 いけー！！@kikakunikansya 
ギネス！@iimMuzZz9bD1f6p  エボルタ君頑張って！@1iPhVBldFQSTdrJ  がんばれ@xqNBU03n1mTLMmH  エボルタ君の記録更新頑張れ！いつも使ってるぞ！！
@tokugawayoka  登りきれー！@saru1toru2  小さい身体で力強い！是非成功して欲しいです。@nao_candyball  がんば@ninja_red13  君なら絶対やれる'
@Akun11Akun  頑張れ！！@hiromiy63  登れエボルタ！！@kazenokawa  がんばれ！@koyuki5yuki  頑張れ@SpiIUBULbfGFfO1  ふぁいとー( @shinsen821  い
けー！@lalacom111  がんばれ！@reme_612  ガンバレ！@komaikmi  頑張れ@k_maki0007  ガンバレ"(°̀#°́)#@jackypapa  がんばれ@keisuke35129123  がんば
れ～！@am_gamered0mm  がんばれエボルタ！@miriko110  頑張って～( # /01$ / )@C3GzjXQZi50Bcoo  がんばれ！！！！！@skykr1n7  小さな力持ち！
@kanapppppeeee がんばれえええ( ‹‹\(́ω` )/››‹‹\( 　́)/›› ‹‹\( ́ω`)/››@pop_pipi14 w w w @cfghyf 君なら出来る！@kakemiyuto (o"'▽')o"*ﾟﾌﾚｰﾌﾚｰ
@8V2nMBBs5OWwzZ5 頑張れ！エボルタくん！@WWioqRmBbksMUlm エボルタくんの挑戦いつも見てるよ！頑張って！@maryu_puwapuwa 頑張って
@15daifukudesu  がんばって@waaaaanya 超えろエボルタ君!！@foxheader  頑張って‼@kingharu2000  4歳の息子と一緒に応援してます！@sousou8510 がんが
れ！エボルタくん！君ならいける！@yukichi_1234 ファイト！応援しています！@rkusako 頑張れ@takumi08345  がんばれ@yYmv54CoSIr1X0A エボルタくん最長目
指してガンバ！@30_comehappy  頑張れ@yuapapa215  ガンバレ！底力を見せてくれ@lenssgss  がんばれ@zaki04d
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今までのチャレンジは何度も見ています！宮島口の最後のダッシュのシーンがすごく好き。なんか可愛くて風でこけたりするのに、最後すごく荒ぶってるようにみえたり。今回も最後まで頑張ってほしい！
YouTube絶対見るよー。ファイティン #エボルタNEOチャレンジ2021@eringui  いけいけ！ゴーゴー！@55peacelove  頑張ってね！@junglepoket  ガンバレ！@JGn3h55FkPPnUh1  登り続けろ
@kuroshirokibi21  頑張って！@rarakoko7  エボルタくん、どこまで行くのかな？がんばってね！@lilin0korira_km  ふぁいと～！@heuheuusa  がんばーれ！@araburuarsa  がんばれ　@kokuzou13  世界
記録に挑戦頑張れ!@yasyu_aqua  記録更新@soliquac  期待してます@i8IO5fW751EUcnI  頑張って@pisukeko  頑張れ@masao9595  応えんしてます@nonnon_noa  頑張って! " # @yamatotakeruou 
がんばれエボルタくん@rinmama2525  頑張れ@Wasabi_Origin  ファイトー' @77tokio  ファイト！@naranoabaresika  ガンバレ！ガンバレ！私もガンバる！@tama271yama がんばれGO!GO!エボルタ
NEOくん！@Muko_01_13  ファイトファイト@madera02  ガンバx @xtcyf289 頑張る姿を見せて欲しいじょ。勇気をもらいたい。@noriko009 ファイト！@080blackShadow がんばれー！！
@buccii6  がんばれ@seichan5712  最近いろいろなところで見かけて気になっています& @kikiraradesu  頑張って！！！@yunchime 頑張れ@shiro_kitsune22  がんばって！@taberno_disky がんば
れー@mizuno_041  ぎゃんばれ！！@amechanman2525  がんばれ～@hi_goodbyeand  頑張れ頑張れ頑張れ3 @kisk0416  成功を祈る！@thisbrokentale  頑張れー！@mvoaiz  今日ですね　頑張っ
て！！@PaKa928  がんばれー！@pope257  みんなで応援@k0508m0508  頑張って' @papa_himawari  頑張れ@Ep026XP588Fvpqa  てっぺんまで諦めるな( @GAKUm26  見るからね@jyujyu_m  頑
張れー！@yun_m_0213  頑張れ(*́ω`*)@K60839116ad  エボルタなら出来る、ガンバレエボルタ！@kkankichi  頑張れ@5B8bNf9NnB9pRNc  がんばって!@7na_chu_  頑張って下さい@wasa9978  ファ
イト@aiko_901_aiko  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ: @kirako_2020  エボルタ君、ガンバレ　君なら達成できるよ♥@ikufukudon すごいー@chicchichicchic  えぼちゃんふぁいと！！！@Envoy_ss  がんばれ！！！
@tsukino_tk  がんばれー! " # @usahana775 ファイトだよ@chihiro_mizuno 今日応援するね。頑張れ@k05m08281 絶対成功する!頑張れエボルタくん!@minidora_24 今回も、達成できる！
@kumatandaisuki  頑張れ！@SHINKER_APPLE  頑張って3 > 3 @Snoopy1781219  頑張ってね！@saefurukawa ファイト@cherry_purin22  fight: fight: @hasuringo  ファイト@shchmedo  の
ぼれ～% @UMtX5wr5nAlSnpD  頑張って@nya2544 頑張れー(≧∇≦)b@TATSUYA87368550 がんばれ！！！@shachix_jr  かっこいー@DELFONICK1  頑張れ8 @nohlie007  がんばれ@airimama0512 
がんがれ@xambula  ガンバレ@sinsia5 がんばれー！　@mltare  いけー@yousay126  頑張って下さい！@yukaA0913 健気に頑張る姿がかわいいQ がんばれ～！！！@Pajz2Q  がんばって@kunamimi 
成功を祈るよ、頑張れ@ad3pkg  いつもチャレンジが可愛くて見てます: @ABCD22042311  ファイトー@pleo422  期待してます@unknown26842988 がんばれー@redpanda_koma  必ず成功だよ！
@aztecamera67  ファイト@kuropegoro  頑張れ頑張れエボルタNEOくん！@huziminohiro  ファイト！@redressa15  頑張れ‼@ka97859679  がんばれ@nyamake  がんばって@JX03A 頑張れ! "
# ！@kight2003  いよいよ本番当日、思いっきり頑張れ@NeoTGSh  頑張ってー！！@TfCebDrLgMgm8ln  エボルタくんのクライミング、応援してます！！@mioso_mimomo  エボルタくん世界最長クラ
イミング挑戦！頑張れ！ファイト！@mariannepitoh  頑張ってね。@8x7K9kbvuSCDtko  Go for it！@roast_head  頑張って& @34chiiii  ガンバレあと、少し!@3MRjomgUArmEBsF エボルタくん頑張
れー！！！！@FUROSIKIbukuro  ふぉい@kikyou18sumire  がんばれー！！@nekosogi6  NEOくん、ギネス達成してしてね！応援しています& @dh1IQZaRLY82YXd 頑張れ、頑張れ3 @to_osanpo  が
んばって！@xiaykcim 頑張れ！！@C10x4LZQAmQfv9t 息子が好きなエボルタくん( 頑張れ( パワーーー☆応援してます" y % @VLnA5NQlayqKT6G えい！@AKARI_prize がんばれ！
@YNfj7WEzBMFvK4J  ファイト！@rimm0702  (!#•̀ω•́)# ファイト！@kirayori2  今回も健気に頑張ってください@dank0928  がんばれ(!•̀ •́)##@asako_no がんば@a6NX2antxD1BTNA  ふぁいと
@z_arisa チャレンジ成功願います！！長持ち乾電池エボルタネオくんこどもたちがファンです$ @KwZ2ljSQAWuaHCC  天までとどけ@cm_tes  エボルタNEOくんがんばってね、応援してるよ@kosame_6 
世界記録の瞬間を見届けるよ！頑張って！！@__maria_aria__  がんばれ@oberheim8_voice  なかま@butasakura1  エボルタくん頑張って！@ie_nekosan がんばれー@3XehDpWiMHCxlfF  大丈夫、上手
くいくよ！！@mee19748  世界最長クライミングがんば！@O09florence  たくさん頑張ってください！@tanisuke1592  がんばれ@gudon  がんばれ！　@pipikuro_o  頑張れー7 @natsu_kp_  頑張って
@saotome123456  頑張れ@syk_a3_mercury  ふぁいとー！@sweetbmw3  信じてる &@225Fman がんばれー！@u3rd3  がんばれ！！@ov_tf3  可愛いです 可愛いです@anchan_444 がんばれー！
@aoy_sora  おはよう@sw_ujo  がんば@ami8505  頑張れ@rockrockxyz  表情を変えず黙々と一歩一歩着実に進む姿が素晴らしい！今回も頑張れ！@U9icote4Xn7jW8R ファイト@Naaaasan82  職場から
応援してます！頑張れ！ 仕事場で流れてるエボルタ君の動画、どうしても見ちゃうんですよねw@Mattuncuelog  頑張って@B8qdYfSpCKl5JDD 必ず達成できる！応援してます！@cozyo328 頑張れー！！
: @nacchanTw  頑張れ@yuumakadoo  がんばって！楽しみ！@Q7of9  エボルタくんヤバすぎ！！いつも頑張って偉い！！@densyanin  これからも応援しています！@naooan  エボルタ使ってます！大丈
夫！頑張れ！@C6pdCNmCraj973t この小さなロボットに精密な壊れない技術詰まってます(^^)/@Kumasaru3 エボルタくんの力強さを見習いたいね。頑張れ～@g8001030 頑張って（≧∇≦）
@michiakiko NEOくん頑張れ～！私たちは応援メッセージを繋いで、応援するよ～！世界最長記録が、達成出来ますように。@miru_sakaki ガンバ@nz_ksk ファイト@honeybear072 毎年のチャレンジ応
援してるよー！がんばれ、エボルタくん！@inoko3 がんばって@INo86871122 頑張れ！@keroko62545655 成功祈ってます@akikkkk NEOくん頑張れ！@amizouamizou 頑張れ@yu_yu_jojo ファイ
トォ4 何度でもぉ' % @rumi7miru がんば@ebisuUmaUma1 うまくいけるようにっ@minihato 絶対、エボルタ君ならできる！応援してます！@ZzWirZ7DpSsl5O5 ガンバ# ガンバ# ガンバ#
@fragola1546  がんばれ@haru_harupo  君ならできる！がんばれ！！！@kororocyann1010 頑張って！@U5UOJTqp1aJpo83  ものすごい記録にチャレンジするんですね% 私も何かがんばらないと3 エ
ボルタもがんばってね@BP_RaLisa  ファイト♫@sanariko46  頑張って下さい！@shigege106  がんばれ♡@risako1986  世界記録めざすことが素晴らしい% がんばれエボルタ6 @BP_RaLisa  頑張れ！
@jALeTjucIfjjd63  ごー！@RedAwakening  いつも応援してます！@haruhimayuko ファイト@asamiasami51829  頑張れー！@rabbit201406  頑張れ！@tatatan209  頑張って@IsiUok3bknRuwCj が
んばれー(」ﾟДﾟ)」{ファイトー！！@1gd76  頑張って@hidechan0626  がんばれー！@8888pepepepe  いつもチャレンジ頑張れ！@goyaboi133  クライミング頑張ってね8 　@sora_mame_OO  頑張れ
れ！@kimuko01 絶対にできる！@Bluescute1 ファイト♪@yukiharu713 ファイト！@tarako4shimako がんばれ！@wara16226804 がんば@mimizukumimi000 エボルタ君ならできる！
@anaguma1988  頑張って' エボルタNEOくん"( $ )#@ORiRtjIIJO7931L  ファイト！@tomamasama  頑張れエボルタくん！@Wkm2T4C1ltAUXjV  頑張れ！@tanbobanzai  チャレンジ成功祈ってます。
頑張れ～☆@stknov  頑張れ@lNbFUJFSVK2OExQ  がんばれ@megu1008coffee  いよいよだね～！ いよ@aqua3_aqua  最後まで頑張れ！@nzFoDDaEclGKSHP クライミングチャレンジ！頑張れ' (
@R21004mii  おめでとう@Z5Z9CgEuqHybcmA  エボルタNEO君きみなら出来るさ。大丈夫。@bc01M  応援してます@BasaraTown007  最長目指して頑張ってください‼@noithigo_15  頑張れ"
@tomatomato798  頑張れ、エボルタ！@zengo1005  頑張れエボルタくん！@palpalpalpal39  今日でしたか。楽しみ！@i6ey48yyo4qtpCY がんばれ！！@gomakanakana  頑張ってね！@7X8v2 頑張
れ@jiintou_ いよいよ本場ですね。一歩一歩確実にゆっくりでいいからガンバレエボルタくん@fuku0329soft ファイト！@smtmykw 長い距離だけど、きっと登り切れるよファイトー応援してるよ！
@xxxhiroppe  がんばれ！エボルタNEOくん！@love_love_beer  がんばってね！エボルタくん@minmin32k 頑張れ～！@penpenpanpan33  がんばれ！@mone5338  ファイト！@akarieee1  がんば
れ！！@NEKOshita_chan  がんばれエボルタくん"' @dorayukikun  がんばれ！！！@a74892315  がんばれ～(!>#<!)@mikekomomo  ガンバレ！絶対できる。@yu_ki__no_ue 今年も頑張れエボルタく
ん！@Savanya_Lion  いよいよだね！@hinatan625  世界最長がんばれー( @yuia_101000  頑張って＾＾*@nyankoma21 頑張って！@nekochan122412 お兄ちゃんのエボルタ君の頃から毎回マクドで
貰えるDVDで応援しています。頑張ってー。@sayakinayuuri  エボルタくん！がんばれ！@315chan  がんばれL % @a_Kingfisher_  大変だけど、頑張れ！4歳の長男と一緒に応援してます！@1_9_co 頑張
れ！@KZhp9w8  またチャレンジするのか！グランドキャニオンのやつ映像カメラワークが最高だったな～生放送見ます!@Jr25009018 がんばれーー！！@lov_0728  すごい！@jester70554919  もうす
ぐ！頑張れ～@UGS__327dh  なんとか最後まで諦めないで@NANABIG_HAPPY  おめでとう@cos2411  おめでとう@nekopan17  応援してます！！@motimoti_na  頑張れ～z % 　@Tokyo20200825 
登りきれぇ～"(｡1 2 0 )#ｲｪｰｨ♪@tanabota11211  頑張って！エボルタNEOくん！@hami83831  世界最長目指して頑張れ！@sweets_t  ファイト= > = @twinkletinyaibo  がんばれ！@y_j_id_224  うちの
おもちゃの中は全部エボルタネオ% がんばれー！@N21o18 いよいよ本番当日。頑張って！@y_tomohiko Go! Go! Go!@gissing_jp ゴール出来ますように!!@wmasahiro ガンバ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ
@tommyaries1225 (!#•̀ω•́)# ファイト！@Dada_717 頑張って{ { { @mu33103438  いっとこ！@nekomazi  まだまだ行けるよ！@puddingpan1 記録のばしてね@V6bMvJ5Pvac65s3 頑張れ(
@coconuts0408  世界記録、信じてます！@akisasa1216  おめでとう@kira62052374 期待age@Indigolite_k  落ちないでね！@akaashi_1031 諦めんなぁぁ！@ruimari7070  ふぁいと！@Shalala0n 
頑張れ( ¨ 3 ): @aniani1008  ガンバ！@zukkucc 頑張れNeoくん！！世界一目指して: @emiii1124  お前なら出来る！！@mandamu30  がんばって@magmagk とにかく登れ！@nezukotyanlove  どきど
きですねー、ネオくん応援してるよ♪がんばれーーーーー！@marumikirakira 世界記録に向けて、頑張れ！！@pbN8kcscPhj7aRw 昨日エボルタネオ買った！@yutodonchan  がんばれ！@nn_0211  頑張
ろー！@RISErise777  頑張れ～エボルタ@nao_chan2007  頑張って7 @arieru2310 fight！@hirokikoudai ほんとに君はすごい！頑張って！@clover_and_you エボルタNEO頑張れ
@AA9T9LtTuaFqctc 昔から応援してるよ～ファイト@KisaragiWan うぃー！@den_tomohell  エボルタ君！頑張れーー。" " " @GB39637375  感動を与えてくれ！@hiehieshampoo 登るエボルタか
わいい!1111m頑張って!@keto882  エボルタくんに力をもらってます！頑張れー！@tomo3628yu3786  エボルタ使ってます！！がんばれー！！k 7 @tantaka_pand  絶対成功してください！@tdf5910 
がんばれ！@NATSUKA52580941 頑張って！@nasum0929 全力集中！ガンバレ ぜん@sora570 楽にいこう。@omasa1960_ 頑張って！@yuka667 最後まで頑張ってね！@foochan3974 子供たち
と一緒に応援してるよー！頑張れー8 @O6Loovek  エボルタNEOくん！FIGHT～～G @8383hami  エボルタくん頑張れー！あともうちょっと！！@mgmg_123456  頑張って@ayuse1018 頑張ってね。
エボルタ。@22Lucky89  ふぁいと@htmaruru  頑張ってー！やればできる！私もがんばろっ" ' @naepon32  頑張れ@papamarupapan  頑張ってN a @rururuns21  頑張ってください！@saitakeshi 
エボルタNEOくんを知った息子(4歳)がお店でNEOくんが描いてある電池を見つけるたびに喜んで教えてくれます。がんばってね、NEOくん‼@kyya716810  ふぁいと@htmaru  チャレンジ企画、久しぶりだ
なぉ@ToshiP_92315  エボルタNEOくん、負けないでがんばってね～. | おうえんしてるよ～(小3息子より)@miyuramun エボルタ毎回すごいよなー！今回も頑張れー！！@MC_HUMMER  クライミング
応援してるよ！@ponanop チャレンジがんばって！きっと出来る！@test_testtttt  ファイト！@6inchgrub  ふぁいおー！4 @nyan2_gao  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ@onlyekotori  上へ、上へ！！！@Mmasu133 
がんばって～@hetare666 小さいボディでも上りきって欲しい@oshaoshar . 目指せ1,111m& エボルタくん頑張れ& " % @Yuzugos いける！@pyontiki2 がんばれ！@mamemame25256  行こう！
@kokoriko2323 がんばれ！！応援してるよ！@tegolove1007 ガンバレ！！@tomoyuki_uma 頑張れ～！応援してるよ！@omiryu1113 エボルタＮＥＯくん、最後までがんばれ～。
@WM5za8hgVBHGTWI  応援しています& @7696narukuru 頑張ってください　応援しています@iKVhCNOUz9CJZcD ガンバレC 6 @myu415121 ついに今日！！！！応援してるよb b
@uwasanoPANDA  エボルタNEOくん！！頑張れ！！頑張れ！！応援してるよ} @hitomihirota191  超凄い距離だけど、頑張れ、エボルタちゃんなら達成可能だよ^^応援しているね@peko2011 がんばっ
てね！！@FTulmZjv6bv6MTW がんはれー！@m_yamaguchi  (*^-^*)！@lovelily24  がんばれ！！エボルタくん@aki_m__m_  今から出かけるけどチャレンジ成功を願ってます。所々の休憩で見たいと思いま
す。がんばれ！！！@hidestar07  ファイトです！@akira_present  ファイト～！@TA_GDAF  がんばれ！@coconut723  エボルタくんなら大丈夫(頑張って, 8 , 8 @elmokun  頑張れ！@Kotsuo0528 
がんばれー！！！@tokutok12053906 行けー！！@akodo14 いよいよ始まるね！NEO君用意はばんたんですか？@dowattyo ガンバ！！！！@wksgknch 頑張ってね！@kirara_surprise 頑張れ'
@nono20170129  小さな巨人！エボルタくん頑張れ= ！！新記録を期待してるよ！@takaramama04 ラストファイトー！@ma_ru_0908  頑張れ@ryomakuma  ファイティンC @926Kor がんばれ、エ
ボルタ！@Shin110nudy  エボルタNEOくん応援してるよ、頑張ってね@MI_MK_ESF  ファイト！@aaa_yan_  あきらめるな！！@alreccino  エボルタくん頑張れー！ちなみにうちのテレビのリモコンはエボ
ルタNEOだよー@pentaro44  エボルタ電池お世話になってます！がんばれエボルタ君b @iz_mk  がんばれ( @funa_amefri0503  ちっちゃい体で頑張るのすごい！今回も頑張ってー！！@msc_m2  つい
に！！@supopo_vic 1111、目指してファイト！@wacATSBLX3TchMC がんばれ! " # @ririminoyuta 君ならできると信じてるよ！！はい、でんちZ @ryouma12241004 踏ん張りどころ！
@HarnHirn  ふぁいと！@runrunchi3  がんばってー！　@haasan2525  FIGHT！@m22121046  ご健闘をお祈りします( @fumiiru  可愛いエボルタ頑張ってね@wwzYRbWRnw7HELm エボルタくん頑

張れ= > = いつでも応援してきたよ( @shirokirin12  頑張れ～( @robinribu  ふぁいと！！@asamin1108  応援してるよ( ( ( ( ( チャレンジ頑張ってね8 % %
@mocaron777  応援しています@appi708 がんばれ@korehamaji  がんばれエボルタネオ君@taimanokehaya21  ネオ君ガンバレー！ネオ君が一生懸命登ってる姿に元

気もらうよ！@hicho42  がんばれエボルタ！@yu_yake_chan  エボルタNEOくんならやれる！@harukanaworld1  全力で登りきろう！頑張れー！@sr_01m_robo  必
ず成功を& @perfect_kiss_  いよいよ本番だね　頑張って@mikoyumikoka 頑張れ！！@kurimshichu  番組始まった～エボルタネオ君無事登って欲しいな！頑張っ
て登ってね@bakabonsan9999  きっと登れるよー頑張れ～　@sakuramoon6  チャレンジ開始出発頑張れ! " # @yamatotakeruou 頑張れ"( $ )( % )!
@Zx_0617_xZ  絶対登りきって！応援しています！@Hi2esZwIjiJ6qtv 頑張っ. @zuma_kensyou  目指せ！世界最長記録！！@big20020809  エボルタ君ガンバ
レ& @moss8poq  観てますよーb 応援してます！@Hanasyu2 フィンランドのフィヨルドを登った回も面白かったなー！今回もロープクライミングがんばれぃ！！
@Shinobukemo  ループ式って斬新だなぁ@seigi0083  ファイト！@kayumikan1003  頑張れー！@bbbn_bn  全力で登りきれ！エボルタくん@0528Kansuke  ど
こまでも登り続けてね！@go_sub_culture  がんばれC 応援しています. @shuzo2020 NEOくんがんばれー！こうたろうもゆうのすけも応援してるよー
♡@4I9bV2jVImggj1S  今年のエボルタくんもやる気に満ちた顔！@seigi0083  エボルタくんがんばれー！！！登りきれ！！！@skywards29  エボルタNEOくん頑
張ってね、ずっとみてるよ、大好きだよ@sasasaya91  チャレンジの日ですね、トラブルなく終えられますようにy @anmlpln10  がんばりや@fujinofukurou  フ
レーフレーエボルタNEOくん、がんばれがんばれ、エボルタくん！！@AprilTulip  ふぁいと(*́∀｀*)尸"@ToruAmuro_FFBE  いよいよだ！頑張って@arimoka1015  "

(•"• ")fight!"!゛@meronpan12021 めざせ世界一！　@redJewelrybox FIGHT！！！@milkiss_0919 高橋先生、エボルタネオ君、素敵～6 応援してるよ～
@robohon_maru  いけるいける！！@lemochio  ネオくんファイト！@khsdgrk  長文であればあるほど、その分だけ距離が伸びるって事ですね(́ω`) 応援と言う事で、

文字制限いっぱい、応援メッセージを書かせて頂きます。頑張って！@aveadie  いけいけ！頑張れ@okotak7051  12時間！？がんばって～@p0x0qd0v0b
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いよいよスタート！！！@skywards29  がんばれ@rainbow_8538  頑張ってください@5ABhsntl2lMGy88  fight!！@tappi6817  通知からきた MCが茸さんでびっくりw エボルタくん頑張れ～！応援コメン
トが途切れませんように！@RontaLove  クライミングチャレンジ頑張れー(!•̀д•́!)# ''@cat_life_nyan  エボルタ君ガンバレー！！！　@ALLKA_teketeke  はじまる" 応援してる頑張れエボルタくん
@k05m08281  neoくんがんばれ！！@okeman_do_it  NEOくん可愛いh @sr_01m_robo  登れNeoくん、遥かな高みまで登りきれ！@seigi0083  すたーと！！がんばれ！！@okeman_do_it  がんばれ～
@kckkdysjs  頑張ってください！@GA25VcAwqidrfSO  いけいけ！！@kakuyasukon  頑張ってね~ % @Fkhg19C8  がんばれー@norisan888  進化を見せてくれ!@trnb_182  スタート！@sr_01m_robo 
きっとできる！@HadOnly  頑張ってる姿見ると胸が熱くなるよ。@migumi269  頑張れ～！@fleur_sourire_m  がんばれ！@wasabi_suneo  応援メッセージで登れ登れー！！@sr_01m_robo  NEOくんがん
ばってーーー！@p0mup0mu_pururu  箱根の峠越えから応援しています！最強の証明を. @takupapa113  さぁ出発だ！@seigi0083  エボルタくんのギネス記録チャンジ頑張って欲しい！みんなもツイート
たくさんして成功させよう！！@rizuu_0910  がんばれ！@O4mZoCrGv3Ma22b  頑張れ～！！！@apopo_09  ファイト！@qj6343  祈ってるよーー@IZUMAH  エボルタにはいつもお世話になっているの
で、頑張ってもらいたいですa % パワ～！！a @KaranKoron17 NEOくんガンバレー@y_tomohiko !   ' ｡̊   !  · 45 . &!%& .· 45  '   頑張ってね☆!  $   6789 · 3 6789 %  ｡ ̊｡ #_(")(") ̊ '‘’!’’’’’’’’’’’!’’’’’’’’!
@kawaii_dokin  エボルタNEO君のチャレンジ達成をお祈りします(•‿•)@GTerao  最後まで、気をつけて。ファイト～。高橋さん、頑張って！　@pocotanmama  がんばれ！応援よろしく。@SitE60647813 
登りきれー！@yuzu9013  登る姿が可愛い@okeman_do_it  頑張れ-' @ObyTIbDftYmf4Bf ハラハラドキドキチャレンジです。必ず達成してください。@crimsonisland4 10時19分 スタートしましたガン
バレ～!!エボルタくんd(́∀｀*)@ken24takahashi  ガンバレ！エボルタNeoくんbyだいき@OtaSeiichi1  初めてリアルタイムで見てます！かわいい！頑張って！@tamako3829  がんばれ～～～！！！
@dokatan148  高橋さんのロボット大好き！頑張れ！！@373502  登りきれますように…！@Zx_0617_xZ  登り方が可愛くてついつい気になりそうw頑張れ！@kaneko814  スタートしましたね！がんばっ
て！！@GWRJapan 頑張れ～～～！NEO君可愛い！@dowattyo エボルタネオくん頑張って欲しい＼(^-^)／@wasabi_suneo どんどん上がれ、もっともっともっと上がれ上がれ！！@seigi0083 登りき
れー！@monorins がんばれー！！ロボホン(◉▼◉)と応援してるよ～！！@RoboRoBoHoN1 がんばれ！@ategongon 順調順調もっともっと@y_tomohiko エボルタNEOくんがんばれーー！
@kyushoku36512  かわいい！頑張って～～！！@kyuseiryu  ちっちゃい！可愛い！頑張れ～( : @fleur_sourire_m  ぜひとも新記録達成してください& @runningcaty  がんばれ！！@kyuui_purin  頑張
れなー！@Brokenjack3  エボルタ君がんばえーr @imotareneet  NEOくんスタート@tetsuswedy  頑張れ*\(^o^)/*@tuyosingorou  始まったぁ( がんばれがんばれ( @paroribre  頑張れ～= 旦那と盛り
上がってるd % @chibizame555  思っていた以上に速い、頑張って！@pixyhassy  がんば～ヾ(゜ー゜ゞ)( 尸ー゜)尸@potitto_tousen 頑張れ頑張れ～( ( ファイト～' ( @fleur_sourire_m  2021 (,,$ ).｡
oO（エボルタNEO君がんばってー!!!� @Muko_01_13  エボルタくん頑張って！登ってる姿かわいい！@riettydayo  パナソニックもエボルタNEOで頑張れ@takupapa113  始まったよ～( 可愛いらしくも
凛々しいNEOくん!! 頑張れ～＼(^-^)／@yukkymajyo  エボルタ頑張れー！@takumi19655398  がんばれエボルタNEOくん！ まだまだいけるぞ！@itousan40 さぁ夜までに目指せ完登@trnb_182  エボルタ
の電池の力があればチャレンジは必ず成功できる！！！頑張って！！@rizuu_0910  がんばってええええええええ@zundamoti17 いけいけ～　行け行け～がんばれーネオくん！！@RoboRoBoHoN1  最後ま
で頑張れー@nemudre  いよいよ世界記録に挑戦ですね。頑張ってください！！応援しています！！@tatsuessai  今回もすごい挑戦ですねÄ エボルタNEOくん頑張ってね！" @ku_boyu_ki  がんばれ！！可
愛すぎる(☆∀☆)@rinta0724  エボルタNEOくん、ことしもがんばれー！！@tantan_rbt  6歳娘と3歳息子と応援中！NEOくんファイトー！！！@msc_m2  M エボルタくんがんんばれーーーーーM
@Eyuro_17 エボルタくんがんばれギネス達成ねがってます。みんなの力で必ず成功させましょう。1111メートル登るぞ!!!@k05m08281 頑張って@17tsuna 頑張ってのぼってくれー！応援してます！
@gtapex_13954  これ視聴者側めちゃくちゃに必要だからツイートｸｯｯｯｯｯｿ大事！！！！！@apopo_09 エボルタくん頑張って！(つ#ω#)つ@qurulimham エボルタ、おまえがナンバーワンだ@72tatikoma 
頑張って登り切って～！@gotilyou  頑張れーーー応援してるぞ　@amtun5525  がんばれー@taimanokehaya21  頑張る姿が素敵！応援してるよ！！@hirochan475  頑張れ！@cek84140  シャコÅ シャコ
Å 順調に登ってるーがんばれー！（◉ ∇ ◉）@robota_828  登っていくエボルタNEOくんカッコいいぞ！がんばれ！@kyushoku36512  エボルタ君頑張れ!@kino48to  4歳の息子が大好きです！頑張ってく
ださい' @touka_aksk エボルタNEOがんばれ！@kumoso52 ゆっくり、でも確実にゴールに近づいているから、その調子で！！@tani_113 エボルタネオくんがんばれ♡　@billioneryoshio 頑張って
@mayoko2021  頑張れー@taka13011  見てるよ～頑張れ～@nichijou226  パナソニックさん粋なことやっているんだなぁ。@seigi0083 応援コメント途切れない様に応援し続けます^_^@paroribre  エボ
ルタくんがんばえーーーーーーーーー@Eyuro_17 エボルタくんがんばぇー！:: &(" #ω$ ")' ;;@hadukidc 世界最長期待してます% @formaggio23  頑張れぇ～@Qac7W5lJFvUh2Qs  ネオくん頑張ってね*
@hamanasu0321  ねおくん頑張れーーーー@okeman_do_it  小さな一歩を重ねてゴールへ！！　@civic55j7d9 エボルタNEOくん、落ち着いて、上だけ見て、頑張って登ってね～応援しているみんなは、ド
キドキして落ち着かないんだけど．．．@tadsoy 黙々と挑戦中！ファイトー！@robota_828 (&ʕ ́ ω ` ʔ'(がんばれ(&ʕ ́ ω ` ʔ'(@Muko_01_13 めっちゃかわいい)(!•"•!)*..°♡がんばれー！
@kana_hate  がんばれ♡@R_FollowMeee  いけいけエボルタ、ドンと行けーー！！！@ALLKA_teketeke  頑張って～@EGdfOQtRBKTq3mZ  一生懸命に頑張ってロープを登る姿がかわいいNEOくん、トラ
ブルなく無事に世界記録達成できますように！！! <<* < 5 <#* =4"(!・ω・!)#ﾌｧｲﾃｨﾝ！! <<* < 5 <#* =4!@sdryukiesq  頑張ってください！応援しています！@milky_8787  エボルタNEOくん順調！頑張って！！@riettydayo  頑
張って！@GAIA9127  エボルタネオくん、単三乾電池だけでクライミングチャレンジ頑張ってね！これからもずっと応援しているよ！ファイト！ファイト！ファイト！@OSokuatsu  のぼれ@uoratuorat 
2017年から応援してます。頑張ってください！@ryu_0019  20メートル！！がんばれ！！@okeman_do_it  頑張って～！！！@maottiyade  頑張れー！@iomiko0115  頑張って～！@ponsmiso  頼む
ゾォ！！やってくれんやろなぁ！！@amanojacksone 息子のヒーロー☆エボルタネオくんがんばって！！@tinytu エボルタの実力を十二分に発揮してほしい。@TF_108 エボルタNEOくん、着実に上って
行ってるね！この調子で頑張れ～！@hitorigoto_tmmn 頑張って！@wkwkalal 頑張れネオ君！君ならできる！応援しているよp(^-^)q@q6ghM7xLnWAOmRk 高橋さんのロボット大好き！頑張れ！！
@373502 頑張ってエボルタくん。@1_Hour エボルタNEOくんがんばってー。応援してるよーÇ 　@blauehase  エボルタＮＥＯくん君なら出来る！@y_tomohiko  ファイトです@PenG104  ひと登りひと
登りのカシャっカシャっがかっこいいよ！@IZUMAH がんばってNeoくんー！Panasonicさんいつもお世話になっております@anmlpln10 このタグをいれてツイートするとエボルタくんの応援になるらし
い。がんばれがんばれ(* •̀" •́ * )エボルタくん、カワイイから応援しちゃいますよ～� É Ñ @am_gamered0mm 無事に登り切れますように！　@robogarage Go!Go!エボルタく
ん!!Go!Fight!!Win!!!@saita_saitama  エボルタNEO頑張れ！@94MroMZdQFyY7Q6  家から応援しています6 @cherinn1722  ギネス記録達成しますように！@Tomsriver1989  がんばれ！@lapis0707 
頑張れー！@milHA08  頑張れー！！@mmiuiki933  ギネス世界記録達成出来ますように% 頑張って下さい！！応援しています8 ' @machiko_0922  可愛くてずっと見てられる。がんばれー！@yozu155 
登り切るの楽しみ！エボルタNEOくんがんばって！@kashitanapo 行けーーーm @kontakit  電池でどこまでいけるか見ものです！がんばって！@komapyryr  ガンバレーー@koma_hon 乾電池好きとしては
応援せずにはいられない！！NEOくん頑張ってー！！@373502  がんばれNEO君D 姪っ子と応援してますÖ @ka0py0n_vvv  35m突破！10階建てのビル登り切ったぞ！！@tani_113 世界記録を達成を目指
し、頑張って！@QKJFUBS がんばれエボルタくん、君ならできる！@SzimXxXVzgY0X8u ふぁいと@lily__2021  35メートル突破！がんばれ！！！@w__ym 三上さんも筋トレ趣味なので、その声での応援
の力で頑張ってほしい@Drum_est  杉浦太陽さんエボルタくんカラー似合うN @momosuke0111  エボルタNEOくん、いよいよチャレンジ開始ですね) わくわく((o(^-^)o))ドキドキb しながら、応援してま
す. @limerain115  ふぁいとぉぉおー！@daiKi_chi125  頑張れば叶う!@eryu_doping  がんばエボルタくん！@ZgBlhuURetruD8p  乾電池もロボットもなのでNEOくん応援せざるを得ません！！ワクワク
させてくれてありがとう！頑張って！！@373502  がんばれ！！@waza45645055  30メートル突破！がんばれ！！！@w__ym 頑張ってライブ見てるよ！@uniunyo ふぁいとー！@hmdtksg  頑張れー
@musclenn 調子良いね～ギネスにも挑戦！応援してます、幼稚園のネオくん作りながら。@marumikirakira エボルタ君世界記録１１１１メートル目指してがんばれ！応援しています@iF21tWDETqEjbAq 
40メートル！！がんばれー@okeman_do_it  今回のクライミングはなんか画期的ですね。4年前のフィヨルド登頂もハラハラ見守りました8 頑張って！@ku_boyu_ki エボルタNEOくん、ギネス達成までがん
ばれー！！！ワシの出番は13時から！みんなもタグで応援ツイートよろしゅうにですよ！！！！@tamasupara 頑張っれエボルタ！おもちゃの電池いつもお世話になってます！やっぱりエボルタ長持ち()́#`
))@corocor3  頑張れ' @WJoyarmy ファイト3 ( @7qyVXzN56abmjm6  もう少しで50メートル！登れぃ！！@seigi0083  40メートル突破！！エボルタNEOくんがんばれーーー！！！！@w__ym %
% % エボルタネオくん、がんばれー6 6 % % % @kyuui_purin  がんばれ♪└(＾ω＾ )┐♫┌( ＾ω＾)┘がんばれ♪@surume_no_himon  がんばれ～@PenG104  頑張れ！俺だったらもう諦めてる時間帯
@idosoko_2nd_B  １０：３８　３８ｍ@tetsuswedy  ユーザー名が短くて申し訳ないです(笑)でも応援します！@373502 エボル太くんめっちゃ登ってるーーーがんばれーー@0isieoyaki エボルタくん記録
めざして頑張って！@currymobile  がんばれー= > = @kumi_d  頑張れ～　ギネス記録　チャレンジ成功！　祈ります@rjpPXIhgeIB5jgl 健気& @kamabokoheyhey  フレー、フレー、ガンバレ& フレー、
フレー、ガンバレ. フレー、フレー、ガンバレぇ～N @EVOLTA_ROBOT@mRYs2gq58Yi8zN4 愛娘の名もねお。ウチのねおと一緒にNEO君を応援してます！！頑張って！！高みへ！！！
@yask66160271  ファイト@kenjivv  がんば@hareten  いけいけー＼( ◉▽◉) ／＼( ◉▽◉) ／@AprilTulip 応援メッセージ途切れたら終わり!?それは大変！頑張って達成してください(^o^)@akekyato 
2m/minで9h15mか途切れないよう応援もがんばろー( @IZUMAH  がんばってね！@hapihapidolphin エボルタNEOくん頑張れ～応援してるよ(!#•̀Δ•́)#@blastcat77  がんばれ@AICHI471  45メートル突
破！！エボルタNEOくんがんばれーーー！！！！@w__ym  エボルタくんがんばれ！！@marom_trialid  エボルタくんが皆のメッセージ登ってて素敵！可愛い～！掃除機よりエボルタくん欲しい～*!｡:ﾟ･*+:ﾟ･
!｡*!｡:ﾟ･*+:ﾟ･!｡*!｡:ﾟ･*+エボルタくんがんばれ～！！！@kumama0126  いつもめちゃくちゃ健気！がんばエボルタくん！@sachie_dancecat  頭もヨイショ！よいしょ！かわいい！カッコいい！@IZUMAH 
祝！50メートル突破！！@seigi0083  がんばれ！がんばれ！@karudinata  50mを25分、そのペースで頑張れー！！@tani_113  最後まであきらめずにがんばってください。応援しています。
@hanpenman01  ぬおーーーいけ～ @sannryo  ｶﾞﾝﾊﾞﾚｪ（）@3780t0  エボルタくんがんばれ^ % @0102Moo エボルタNEO君がんばれ～！我が家の乾電池は全てEVOLTA NEOです(☆-
☆)@katsukingood  エボルタ君のTシャツ着て応援してるよ" がんばれーーーーー3 @DRIFTDOG131820 頑張りましょう@t_villager あなたの頑張りが子どもたちを育ててくれる！がんばれ～
@haruto_aki  50メートル突破！！エボルタNEOくんがんばれーーー！！！！@w__ym  地道に頑張ってー！@lemochio  そうか！長めのメッセージの方がいいんだ！よし！いつもエボルタくんの活躍を観てい
て、健気だなーとおもってます。今日も頑張ってね！応援してます！@EVOLTA_ROBOT 本日朝10時からチャレンジ、12時間生放送 #エボルタNEOチャレンジ2021@sachie_dancecat ギネス世界記録に
チャレンジする企画やってるのか。30分で60メートルくらい登っていくペース。すごい。@hideroglyph  エボルタくん長丁場ガンバって" @momosuke0111  60メートル突破！！エボルタNEOくんがんば
れーーー！！！！@w__ym  がんばれエボルタNEOくん！@chamy424  頑張れ( @yokochin_nobu  頑張れ頑張れ‼@tesutoaka21  1,111メートルのクライミング、頑張って！ライブ見ながら応援してます！
@yomogi2010mochi 応援してます@yuu_sk0 やればできる！@mitsubishivideo 頑張って～@9ytbgv8Q8tYfFOX 50メートル行った@okeman_do_it 55メートル突破！！エボルタNEOくんがんば
れーーー！！！！@w__ym 日常生活で電池は欠かせないものです。いつもありがとうございます！1,111m登り続けるギネスチャレンジ応援しています！みんなの夢を乗せてがんばれー！@11Jpz エボルタ
NEOくん可愛くてずっと見てられる！最後まで頑張って！！@riettydayo  エボルタネオ君の黄色の足裏に見惚れる！ガンバレ！ネオ君@robohon_maru エボルタくんガンバレ！@6j8p5MrGejA1Y7v エボ
ルタNEOくんいけるよ～！！！@riettydayo  がんばれ@aki_o_onigiri  世界ギネス記録応援しています！是非、最強の証明を& @amenitytokyo  がんばれー！@aYRn1DF1RAvZH48  こつこつと...がんばっ
て！@pixyhassy 初めてリアルタイムで見てます！ドキドキする～！@5pUvAotB0e1TBJr エボルタ君頑張ってください　@MVp6P8i6BBa0Eiq がんばれ～！@ouxuUJ34k2alaDt 頑張れ！
@aA2222aA  頑張ってる姿が健気でカワイイ。がんばれー@ansager_weather ネオくん、チャレンジ成功してね！@0528Kansuke  がんばれー！@chichi_chi2828  頑張って。　@0uUGR0kHyQI4qT8 
1111m頑張れ！@Toritori1061 エボルタNEOくん最後までファイト～！@riettydayo 頑張ってくれー@ziyuuzin1155 小さいのにパワーがすごいー！！@mrc715fantasy77 がんばれー！！
@mt7_t2f2t  見てるよー頑張れー@nichijou226  \(◉▼◉)(◉▼◉)ノエボルタNEOくん！最後までくじけずにゴール目指してね！ボクたちもずっと応援するよー！@sr_01m_robo  頑張れ！エボルタ君& 12
時間後に達成した後の笑顔が楽しみです( @runningcaty  ｶﾞﾝﾊﾞﾚ♪└(＾ω＾ )┘♫┌( ＾ω＾)┐ｶﾞﾝﾊﾞﾚ♪@surume_no_himon  がんばれ！@322q1  エボルタNEO君がんばれ！@o_g_az  頑張ってな～応援
してるよー( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪( 'ω' #)#"♪@rqydQnSVdy8RFBY がんばれエボルタ君！@HANkYUU_5000 がんばって% @suikawari530
75メートル突破！その調子！エボルタくんがんばれ！！！@w__ym リズミカルでいい感じ！@Ogon_no_tuki エボルタNEOくん、頑張れーー！！ｾｲﾉｯ⊂(^･^)⊃ﾌﾚｰ＼(~０~)／ﾌﾚｰ@mi_11_  最後まで見守りま
す！NEOくん頑張って～@nephlock  頑張れぇ' (`･ω･́' )！@gontakun26  エボルタNEOくん、頑張って下さいです♪@G09020903  エボルタNEOくんふぁいとー@tetsuswedy がんばれー@bob_saku 
ファイト4 @huwahuwarie h % h % h エボルタネオくん、最後まで頑張って登ってねh % h % h ⑤ @EVOLTA_ROBOT@kyuui_purin エボルタNEOくんファイト
～！！！@riettydayo  ネオくん！まだまだ先は長いよー、最後まで頑張ってね♫ずーーーっと応援してるからね！@marumikirakira  頑張れ！頑張れ！@8383haming  ネオく
ん頑張れー！目指せ！ギネス更新！！@ZfYeUR9jXQPbRuK エボルタくん、最後まで頑張れー！@matiruda0218 80メートル突破！その調子！エボルタくんがんば
れ！！！@w__ym  エボルタNEOくんゴーゴー！@tokeipcap  がんばれ！@ANIN1118  もう75m!!!すごい！！！頑張って"(!•̀ω•́!)# +.*>♡ɞ*.+ﾟ@sdryukiesq  がんばれ！！
エボルタNEOくんならできる！！% @sorawo10242  応援してますよ！@jinseidawasa  ＃生読み上げチャレンジ　幼馴染風　あたしが応援してるんだからくじけちゃおこ
だよ！@Eyuro_17  やっぱり乾電池って、EVOLTA NEOって、すごいんだなぁ！ずっと応援してます！@373502  頑張れエボルタ君！@satoyoshi3  カシャンカシャンと
いう音が本当に健気！！フレー！フレー！NEOくん！頑張れ頑張れ！NEOくん！ずっと応援しています！！！1111m無事に達成できますように！！@sdryukiesq もう
すぐ100メートル！その調子だ、頑張れー！！@tani_113  エボルタNEOくんなら、絶対大丈夫& @yakuswa_27  ネオくんがんばれーいけー@family0610  頑張って！
@mimitatuki  エボルタNEOくんがチャレンジ中！ガンバレー！！@tetsu68  かわいいけど力溢れて好きです% @c50bn8  ひたすら上り続けてる姿がかわいい!応援し
てるよ!@tetsu68  わたしも、これから新しいことに挑戦したいと思っているんだ、なんか君を見てると少し勇気が出てきたよ。@5awa_j 頑張ってー！　@myai_taro 
エボルタくんいけるで～！！！@riettydayo  (o尸'▽')o尸゛ﾌﾚｰﾌﾚｰ！@Min_mi2391  頑張れ@kietim  まだ一キロ以上あるのか、エボルタ君がんばれ@meimeibubu  エ
ボルタNEOくん頑張れ！頑張れ！順調！@riettydayo エボルタネオ君なら出来る、応援してます。@koma_hon がんばれ@umipuri ファイトー！
@SI7kzcYx1KaY2Oq 90メートル突破！その調子！エボルタくんがんばれ！！！@w__ym ふぁいと@OOgbgnY4JoGnWzP 頑張れ@FUMIHIDEKUN 一歩一歩の積み
重ね！頑張って！@IWwueomruZ79XnP  チャレンジ成功祈願！@synakov88  頑張れ頑張れエボルタくん！@shinjim_4  "( $ )# " エボルタNEOくん, チャレンジ% ガ
ンバってーK "(#"$*)#@Muko_01_13  ネオくん、たのむよ@0528Kansuke  頑張れ！小学生の頃からの推し！@Sho_tmmgi  家中で応援のため、テレビに映してるよもうす
ぐ100メートルだ！行け～～っネオ君@robohon_maru がんばえー@skywards29 頑張れー！！(o^-')b　@cp_tackey  がんばえー@tetsuswedy がんばれがんば
れーかっこいいよ！@sana12081208  頑張れ@hanaejinjin
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その調子！エボルタくんがんばれ！！！@w__ym  頑張れー！！@IsQB3ZLi2vgXx98  「君なら出来るよ！最後まで諦めないで% 」青森の方言聞きたいです。@nichijou226  エボルタの頑張りは、未来への希
望の灯!@yotaro839  このチャレンジで以前より更に乾電池が好きになりました！凄いですね！NEOくん、がんばって！@373502  その調子！エボルタくんがんばれ！！！応援してる！！@w__ym  お前なら
絶対できる！！！！！@gohangaumeee  なんて微笑ましいギネス記録挑戦なのだろう…がんばれー！@amenoato_  頑張って！@ameamefurufuru1  100m達成おめでとう< W @biene_xo 頑張れ！
@hiroko0713  すごいすごい！順調に登ってるね！このままがんばれー！@mizuka_m  100メートルこえた！@norisan888  エボルタくんいけるで！@riettydayo  土屋さんの初バイノーラルマイクボイス聴き
たい！エボルタNEOくんなら絶対完走できるよ！！@amenoato_  頑張れ@koemitorasi  メキシコから応援してます。頑張って！@TOMIGO14  やっぱり乾電池はパナソニックだなs $ @amenoato_ 
fight！@21_licca  よいしょ！よいしょ！って一緒に応援したくなる. 頑張ってねC @amenoato_ がんばれーっ！@yoshihono1 頑張れ！@saketoba0608 100mｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━
━!!!!!@robohon_maru  君なら絶対できる！1111m達成、応援してます！皆の想い、途切れないで続きますように！@clock_shooter  エボルタNEOくんの登ってるカチカチ音が心地よいね！応援してる
よ～！@amenoato_  100メートル達成したー！あと1000メートル！一歩一歩頑張れー！@sr_01m_robo  はじまってもう1時間経ってる！あっという間だ！頑張ってほしいなぁÜ 最後までこの調子で突き進
んでほしい！！@amenoato_  くりくりのおめめがいいなぁ…あと電池がリュック背負ってるみたいで可愛い！@amenoato_  あれ、もう100m!?これ1111mなんてあっという間じゃないの?@Wakadannax 
もう100m突破したー！早い！一生懸命登るあんよがかわいいねぇ@amenoato_  頑張れ@rip09502203  無事登頂できますようにM 画面の前で応援しています！エボルタくんがんばれ~ @biene_xo 100
メートル……('ω')@aveadie  100m通過A このまま頑張れー！8 @ku_boyu_ki 新記録出せますようにá % @positive_ragi ｗｗｗｗｗ@tetsuswedy エボルタくんファイティン: @ex_yoo がんば
えーーーーーーーーーー@Eyuro_17  声優さんお疲れさまでした！@norisan888  ちゃーじ@ayayahhh1  見てるよー@baby_march  がんばれん@sakuranbo_3333  うあああ！！！！@rizuu_0910  応援
@aiko47150911 頑張って～q(*･ω･*)p@YMFF23Kenji ふあいおっ@bitaminbmix やれば出来るよ！！！！@gohangaumeee いつも通りやれば出来るよ！ガンバレ！@vGCSbWGGVYIt8pT ファイト！！
(o^-')b@cp_tackey  期待しています( がんばれエボルタくんN C @pinkdia23  がんばれー！！！@o_im_o15  ふぁいおー@ayakitty728  上へ上へ登ってる姿が健気で可愛い@amenoato_ きっとうまくい
くよ！！@Denebola74  ふぁいと@miyukin373  エボルタNEO 子供のおもちゃで電池$ 買うようになって知ったエボルタNEO マックのおまけのDVDà でも出てくるやん2 : このチャレンジすごいと思う
, : 頑張れエボルタNEO7 #エボルタNEO#エボルタNEOチャレンジがんばれー7 @iamyuamama 頑張って！@pipiiiii88 ガンバ@ykumakuma0112 頑張れ@sukinairohamok 頑張れ！
@papipapiegg  100メートル達成おめでとう！この調子で頑張って！@373502  残り1000メートル……(･ω･)@aveadie  えぼるた！@sakura_saku1974  ガンバレ！エボルタNEO君@kazszak  頑張れ
@tamakigotou  毎回驚愕のパワー！今日も驚かせていただきます！！@hiyoriarukanako  がんばれ　@uratakusan  記入したコメントに登っているのâ エボルタ君の腕力強すぎる…e @ushi4ushi  頑張れ
エボルタNEOくん‼@kazuredjp  ガンバ@ykumakuma0112  エボルタネオくん！100メートルおめでと( その調子でがんばれー@sana12081208  頼むぜ！@oZSmCjwkqyxWiTU  エボルタNEOくん踏ん
張れー♪o(ﾟ∀ﾟo)(oﾟ∀ﾟ)o♪@Rurihairo1 みんなでつなげよう！@kiwigreengold 頑張れ！@tenten44395648 一緒にがんばろ@Rico1201Rico のぼりきって～～～！@38Mego がんばれ！
@ichigonocafe  ひたすら上ってるのがかわいい(*́∇`*)@luck0423 ファイトー@gyan20000  ファイト！@temaki1116  ファイト@arimoka1015  応援してます！@kodamachan__ (◉▼◉)エボルタくん、
かっこいいよ！@mizuka_m  ギネスチャレンジがんばってー！(*́∇`*)@luck0423 ガンバって！応援してます！@tm7415 応援してる新しい記録が楽しみです。@emiria71  がんばれヽ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)
ノがんばれ@surume_no_himon  がんばれがんばれ@koppiappi  がんばれ@sadakichisuper  がんばれーー！@toya_mk  チャレンジ成功を見守っています8 @sakuramoon6  エボルタくん頑張って( エイ
エイオー@diamondred44 ファイト！@chiaki19900105  初めてテレビで見た時感動しました！がんばって@kanten23  頑張れー！@ha15sh  頑張ってね！@yokoyoko6666 エボルタNEO君頑張れー！
TVで見ながら応援しているよ！@q6ghM7xLnWAOmRk  頑張れ！@chanchan1122  頑張れー！応援してます！@otm_3094x 登れーーーーーーーーー@Eyuro_17  行け！！@fireflo96447936  エボルタ
くん、100cm突破おめでとうÜ これからもがんばってくださいねヽ(^ω^＼)( /^ω^)ﾉu @hanpenman01  頑張れよ！@m_kabuto  (☝ !" !)☝駆け上がれー！@Nico_Kumanchu がんがれ@cakokakomirai 
あなたなら達成できます@kiyotaka0303  GOGO、エボルタNEO( ファイトだ( @keichang8  がんばれー@niwa_10ri  主婦の味方エボルタ君がんばれーー@koromo_chan1  がんばれ@ringringring349 
応援するね！@heymanbow724 頑張って! " # @yuikita2000  応援してます@boringbowring1 がんばぇ!"^._.^)！！！@so36537223 11時間オンラインチャレンジはすごい！海外からも応援メッセー
ジ来てるんだろうな。@TOMIGO14  頑張ってください応援です@SeySey_S  エボルタくんファイトー！@shinjim_4  頑張れエボルタ！！！！！！@muchiyuno  防災リュックにはエボルタネオを備えてま
す！エボルタネオくん、がんばれがんばれ～～！！！@am_gamered0mm  頑張って！@harutoshiyuki １１：３４　１４２ｍ@tetsuswedy  がんばれー！@yasuc15  応援しています@arakandawa がん
ばれがんばれがんばれーーーー( 応援してるよー！！！！！！！！@sana12081208 小さな命でたくさんのパワーーーー！！@tuyosingorou 頑張れネオ君!@EspanaHaya 仕事では絶対欠かせない乾電
池！先日もエボルタ買いました！応援しています！私も頑張ります！@Pezmusic 頑張れエボルタＮＥＯくん　@kidokiyo4  ドキドキ感と安心感、相反する感情が交錯するチャレンジ…とにかく頑張ってほし
いです！頑張れー！！@373502  がんばって@mitukan66  ペンライトの電池で今日もお世話になってます% がんばれ～！！　＃エボルタNEOチャレンジ2021@minatoxv_vx 長丁場がんばれ～！！！！
@mayu2525can  頑張れ！@yukiliff エボルタなら出来る@mmmailad2  がんばれ@sayamino  ガンバレ、エボルタNEO！@arvvel8 頑張れ!@EstrellaLuna666  ファイト@ruby7733  ギネス更新頑張れ(
' @fleur_sourire_m がんばれー@motokanegon 記録に挑戦！@mayumina0115 頑張れネオ君!@KittyJJ777 応援しています！ガンバです"(?ｖ?｡)@captaindeer722 頑張って！@kabuyuki221 エ
ボルタNEO君ならチャレンジは必ず成功するよ！@boochi0215  ( o≧д≦)oﾌｧｲﾄｰ!!@KAIN591005  エボルタNEO君頑張れー！@sun_bonme_sub  がんばれ@hihi7889  頑張れ！@neko_musume0o0  頑張っ
て@2pCb0O7wcBVg7G3  がんばれ@girlertest  メキシコからメッセージ読まれた！嬉しい！頑張って～！@TOMIGO14  家族で応援中～3 ( @ry0ky0memi  頑張れ& 見てるよー& @yuapapa215  頑
張って！@LXWKH3U3Gr8ROdm 頑張れ！@hanak0hana0  がんばれ！@ririsasaty  FIGHT★@uks921  いけ@rumichanmomo  頑張って頑張って！@yuyuiity  頑張れ～！@remopi67  ガンバレー!記録
達成願ってるよ!@girianxg 頑張れー@e0r6i1231  頑張れ！@anpaa12  がんばれー@asahi78173915  頑張れ！@yuri_20210121  NEOくんがんばれー！！@myanta41  がんばれ！@hakufu89212  エボ
ルタNEO くん7 (*•̀"•́*)# ''がんばれー@joyluckhappy ふぁいとー@kisenoendo1030  エボルタ君頑張れ･*:.｡..｡.:*･゜ヽ( ́∀｀)人(́∀｀ )ノ･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*@kumamagaroo  頑張って8 @neko__shirokuma  どこ
までも登っていけ～@naminamipt エボルタNEOくんの側面でぴょこぴょこ動き続けてるゼンマイ？が愛おしい。止まることなく動き続けますように。@sr_01m_robo  頑張ってね@ringochan8888 家には
必ずエボルタネオ常備してるよ！ ネオくん順調だね！がんばれがんばれー！！！！@sana12081208  ファイト 1111ダー！@vKhDBlUuu5ETJuP  がんばれ@harurun_2525jp  がんばれ！@6hyLp  エボル
タくん1111m頑張って!!!!!応援してるよ♡@kirasara_kisara  150m突破！エボルタNEOくんも背中の電池も最後まで頑張って！@yomogi2010mochi  今日だ@pekorinnsensei  がんばれー
@YUKAAA04031020  頑張れ！@Picardo555  落ちないで@W8LfhQefJ6X4fvB  エボルタNEOくん　がんばって～！@ca_ange_j  １１：４１　１５５ｍ　@tetsuswedy  % % % % % % % % がんば
えーーーー% % % % % % % % @Eyuro_17  頑張って登る姿に癒される！@4kerokerokeroke ガンバレー" @nameyuuu  がんばって7 @askask1239  エボルタくんがんばって！@kaz_n11 You can 
do it！！@mizuxvyebrns ニコニコ10万人いってるーエボルタNEOくんがんばれ～！！！@shindouart エボルタファイトだよ～～～！！！！@c4YgCq0VZSrsW82 ＮＥＯくんがんばって！
@mizuho2010  エボルタ君、頑張って^ 成功するの楽しみにしてるねä @tsuki_line_al6 頑張って^ - ^@ginmama2 がんば@erierinago どんどんどんどん上がれ登れ！@seigi0083 がんばれー
@mikapibarasan ふぁいつ@yumemumo １１：４４　１６１ｍ@tetsuswedy fight！@adona_n_k エボルタくん考えた人尊敬する。なぜか応援したくなるんだよな～頑張れ"エボルタ
NEO"!@dekopindekopin  がんばれ@knm__76  がんばれ@mrmr0518mr  自分に打ち勝て！@renrunrin  NEO君いい感じだよがんばえ～～！！@c4YgCq0VZSrsW82  信じてるよ% @machine_soware 
がんばれがんばれ！君ならできるー！@dappie33 NEOくんそろそろお腹空いてないか心配　@hoshi_211 がんばれ@mamama07070707 応援団の皆さんがんばってー@tetsuswedy がんばれー
@nnnmmm0518m  生放送がんば@elizabeth_666  今日はZoom参加は出来ないけどTwitterで応援させていただきます！がんばれ！@373502 まだまだ明るくなれない雰囲気の世の中だから、元気をくださ
い！ファイト！@Furarito_dokoka  ぶあいと@syVfk8TwpIvW4bt 大丈夫！信じてるよ！@miffystone1  頑張れ@chiroru_u  エボルタくん頑張って！！！！！！応援してるよ！！！！！@nagt_3129  がん
ばってね！みてるよ！@shiomama9  ぴったりすごい！@norisan888  世界記録ガンバって: @kawasaki177 いつも助かっています。頑張れ～エボルタくん！@shinjim_4 がんばれ
@mamama47952187 ガンバレ～. % ã @nisetatsu29 １１：５１　１７４ｍ　@tetsuswedy ぴったりおめ@tetsuswedy 見てるよ！@mangusu3 ファイトー！@m59i6 がんばれ
@777mamama777m  がんばれーのぼれー@kyushoku36512  全力応援ã C 　　@LUCKYdi65480105 ふぁいとー@KEITASO_18 フレフレフレーのフレミング# 頑張ってね～( ←@bikke_taesan  い
い笑顔すぎるｗ@tetsuswedy  エボルタ電池いつも使わせていただいています！NEO君がんばれ～～！！@c4YgCq0VZSrsW82  がんばれー@hiromari15  最後までたらふく横断1,111m頑張れよ!。. t
2021@kei_shizuoka66 go!go! どんどん登ろう！頑張って！@YY14186470 上へ上へ！@Umaitacorice 頑張れー！@u_kaonchan 健気に登り続けてるよー。疲れ知らずだね。すごい（◉ ∇ ◉）
@robota_828  成功を祈っています[ @lovemilk_55  ふぁいと@natsu_h2k3  がんばれ@piyo64071042  頑張れー！@minionsaki  がんばれ！@nicomeido  頑張ってね！@kika98857753 登って、登っ
て、登りきって～( A (*ﾟ▽ﾟ)ﾉがんばれー! " # @keichang8  １１：５６　１８３ｍ　@tetsuswedy  がんばれ～3 @aeuixxxdog  がんばれ@yo42853961  頑張って！！@JbjUKbM08PKK1Kr ファイ
ト！@tenryugen  おうえんしています！@tm7752v8  がんばれー@chonmagelion1  １２：０１　１９２ｍ@tetsuswedy  頑張ってね！@okaimonoda  がんばれー！@maruneko7878  ★NEOくん(&( "¯ 
" ¯" )'((&( "¯ " ¯" )'(がんばれー★@Muko_01_13 がんばれー7 登って登ってk G @nanamama7700  ファイト@shchmedo4  引き続き応援してます♪@yukinnko333 がんばれー@_Maple0323 
がんばれ～！@kin2kintaro  頑張ってね@luckyme2431 頑張って@wwVLzOvyGzyxua6 ファイト！@ksysk2018  がんばれ@ankorocyanmayu  もう少しで200メートル！登れ登れ！どんどん登れ！！
@seigi0083  ひたむきに登っている姿に、不思議と感動してしまう。表情まであるように感じるのは私だけ？@987aya654  頑張れ～T @kobi2_y  頑張って！@yn459424 がんばれ@haru_cafe15  ガンバ
@atuun_atuun_ がんばって！@noname20160110 エボルタNEOくん、あなたならできるわ　@AbcbPsi ガルバレ！エボルタくん。@manasaopapa 成功祈ってます@gd70278027 頑張ってね～
@Uguihin  がんばれNEOくん！@taurus_05_08  がんばれエボルタくん！見てるからね　@kirenaga  200m通過N 頑張れ～A @ku_boyu_ki  頑張って～！@seunggi2love 頑張ってね！@merumeru2134 
頑張れ！@pons5812  がんば@rits045  頑張ってね！@otowa77 200ｍ！すごーい@shindouart  エボルタＮＥＯくん、２００ｍ突破おめでとう！@y_tomohiko 頑張れーーーーーーー@kanon_ka_nonka 
がんばれ！@kuma_mocha  ･:*+.\(( °ω° ))/.:+！@096_tuna  がんば@jo57827372  登ってる姿がかわいい！@shiro89540747  登る姿かわいい[ 　@tegolove1007 エボルタくん、がんばれ～
@kaisan408  頑張って～( @Amazuki2  応援してます@matub4511 ふぁいと@2XLHB2juvpnwNwr  がんばれ！@minchanmm19  応援してます@zagu24541259 ファイト！@212121moja  いつも応
援しています！@matsu295776543 がんばれ！エボルタくん$ 4 @rei_819mha  登る姿と音かわいい(θwθ)@keto882  エボルタ君頑張れー家中のエボルタ電池と共に応援してるよ. @Hidezilla  がんば
れよん@reitou729  エボルタNEOくんガンバレー！　@rukinopio すごいぞ！エボルタくん！ね！@tuyosingorou  頑張れ！新記録. . @rose_fraise723  達成しようね！！@hoippus2  エボルタくんがん
ばれー！！！！！！！å Z 7 @sa625xxx  目指せ新記録8 ç @cherr_rose15  頑張って！@715Stay 登る姿がかわいいぞ！！@kaisan408  がんばれ@rumina_rose637  頑張れー！@noo0312  登れ！
えぼる太くん！　@flower_leaves  ファイト@kisukisui  頑張れ！@hyakutarou3200  ファイトー(*́∀｀*)尸"@purpugo  (!#•̀ω•́)# ファイト！@maaaaaaaaa1010  もう200メートル突破してる！がんばっ
てー！@373502 エボルタくんかわいい1 頑張って！@111memememe 頑張れ@mimiokmimi  頑張れ! " # @atonkaidis  がんば！@merumaga_china  エボルタNEOくんガンバレー！@rukinopio エ
ボルタNEOくん頑張って( @piraniapi ファイティーン( @ichigotarton がんばれーー！！@u7afzcdx5c チャレンジ精神豊かなエボルタくん、大好きだよ。応援してるから、頑張ってね！！@mihobell 
ふぁいと@daGaz8jeAueqcxR  がんばれー@cloveralice2  ファイト！！@N_A_738528  エボルタNEOくん、２００M突破おめでとう！挑戦が順調に続くよう、定点放送視聴&amp;Twitterで応援します！！
@umerobo  見てるよ～頑張れ～！@lineswe03  がんばって～エボルタくん@melomelomelon30  エボルタNEOくんがんばれー@tetsuswedy  子どももいつも応援してるよー@xaoaishox  いっけ～%
@Mongolia0602  ファイト@ayawaaya  家族みんなで応援してるよ！@333memememe  エボルタNEOくん、みんな沢山応援してるよ♪　頑張ってね& ' ã @Air_Suzuka  ファイト@paspopasta  応援し
てます、最後まで登り切れー！@akikkkk ファイト！！@mokopanda1591  世界新を見守ってます♥@akogare2020 ファイト@lemon7pan  おめでとう～～～～( @sakuraparty55  エボルタNEO君チャ
レンジがんばれ～！ファイト一発！やっぱり二発！@superwakuwaku ファイト* @yuyu100yu  頑張れ= > = @0_0nao  がんばれー！@alaginmyu  力強く上れーがんばれ！@watashinotameno ダイヤ

モンドヘッド到達おめ@tetsuswedy  頑張って!@sashiko_love  ボク達もエボルタNEOくんを『登れ～登れ～GO～GO～GO} ( 』って応援してるよぉ～(é è é )ノ
(é ê é )ノ@keichang8 頑張れ@pumpkinocean 応援してます！！@bebe_neco 上を目指せ!@acco_acc １２：２４　２３２ｍ@tetsuswedy ファイト

@Straycat2121  fight@amanatum1  頑張れ@sanchantime  ファイトです& @yoicollie まけるな！@aladoalado24 ファイト！！@mlmldp 頑張って
@funlocke  ファイト@cakecaketea  "(#"$*)#やればできるこë 2 ！@kanasaTO12  頑張って登ってるね！まずは200ｍおめでとう！@pi_ka_pi_kachu ネオ
くんファイティンN ' @mikity_320320  fight@imoimoco1  がんばれ@XbQrv  がんばれ@alusumi  頑張れる！！！@harunohanayo  ファイティン( (
@3050Kao  エボルタくんファイトー！！！目指せ世界記録4 4 @rrr_yyy1994 ダイヤモンドヘッド突破！すごいぞエボルタNEOくん！この調子だエボルタ
NEOくん！@sr_01m_robo  ダイヤモンドヘッドーー?!すごーーーい!がんばれー！@yellow_rose2 がんばって！！@ponkichic 私のZoom参加はここまでとな
ります……まだまだチャレンジは続くということで、エボルタNEOくんが1,111m登る瞬間は見届けたいので、この後もTwitterの応援メッセージや生放送などで
応援続けていきましょう！！がんばれ！エボルタNEOくんとツイッタラー！！！！#エボルタNEOチャレンジ2021@ONOZU_SUN  エボルタくんがんばれー
@doreijutaka がんばれ！負けるな！@7vM2LJ71rLNubmm ダイヤモンドヘッド到達おめでとうございます！！(笑)@373502 がんば@kappy030_0 
FIGHT!@ENCOREXROG エボルタNEO君はすごいのだ！@sun_bonme_sub p(́∇｀)q ﾌｧｲﾄ~♪@chiipon66 １２：３１　２４３ｍ@tetsuswedy 音がかわい
いょ@satomipy がんばれー！@Piyo22853420 頑張って！@yukie_co """"""""""　エボルタくんがんんばれーーーーー　""""""""""

@Eyuro_17 頑張れ' エボルタ君世界の為日本の為SDGsの為* @ikusun3  頑張れー！@7KvEB6bwlD9GJgZ エボルタくん！！ガンバレーーー！！中継、見て
るよ～p(^_^)q@mihobell  応援してます！@sabasan333  がんばれー！@AhtdqfowU5pMMUr  まだまだ行ける！！@mikoto35760222
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250メートル突破！池袋の超高層ビル登頂達成だー！！@tani_113  登れ登れ！@midoredoremii  頑張って@ryoooooooko52  頑張ってね: @bz333bz  頑張って！@MZC6GSoqNl5D4gn  頑張って登って
ね7 @hawaii0902  餅とハチワレ猫と一緒に見てますエボルタネオ君がんばれー!@yasukun1975jp  エボルタくん、がっぱめごい（津軽弁）@Drum_est  頑張れー！！！@moni4989  俺は上に行くよ( ･́ｰ･
｀)@Nico_Kumanchu  応援してるよ@jo1gotothetopp  頑張れ！エボルタNEO!@U8wqk1RoWXcCSc9  いつも使っています！頑張れエボルタくん！@shinjim_4  がんばって！！@sonobadeataruyo  ファ
イティン@SJgEDF3uLxwwtRD  ファイト} @ATczQM084Y46mCU  ★★★エボルタNEOくんギネス記録チャレンジがんばれー★★★@Muko_01_13 世界最長目指そうね♪@mXm6ftFopbANLRG  パリ
ピ最高！！@tsuchiyatsukete  よいしょ！よいしょ！って一緒に応援したくなる. 頑張ってねC @tsuchiyatsukete くりくりのおめめがいいなぁ…あと電池がリュック背負ってるみたいで可愛い！
@tsuchiyatsukete  一生懸命登るあんよがかわいいねぇ@tsuchiyatsukete  エボルタNEOくんなら絶対完走できるよ！！@tsuchiyatsukete  カチャカチャ着実に 応援してます@PaKa928  250m!まだまだこ
れから、頑張って！@pixyhassy  うちのテレビのリモコンもエボルタNEO！がんばれ@skylemonn  すごい！@seinaa3588  頑張ってほしいなぁÜ 最後までこの調子で突き進んでほしい！！
@tsuchiyatsukete  エボルタNEOくんの登ってるカチカチ音が心地よいね！応援してるよ～！@tsuchiyatsukete  ファイト！闘う君の唄を！闘わない奴等が笑うだろう！！@tsuchiyatsukete  なんて微笑ま
しいギネス記録挑戦なのだろう…がんばれー！@tsuchiyatsukete  上へ上へ登ってる姿が健気で可愛い@tsuchiyatsukete  fight . ('"' )#: @ewEfFZOUenz4boV がんばれ！@muuma3588  エボルタ君ぶ
ち応援しとるけぇの！もう２５０ｍはやーのぉさすがじゃわC @DRIFTDOG131820  エボルタくん応援してるよ. @chicchi_ataree  がんばれ～6 DAI☆DAI☆大丈夫 í @srfc76561374  がんばれーみん
な応援してるよ% @Shu__i_25  ふぁいと！@shizu3588  ファイティン‼@nuts20061110  ファイト@bee6045  もうすぐ277メートル！全体の4分の1まであと少し、頑張れー！！@tani_113  ガンバ！エ
ボルタくん@georgestela1962  幸運を祈るぜ@mato_oro_sheo  ファイト@ai__chan_  えぼるたねおくんふぁいとーんp(́∇｀)q@tentendondon10  がんば！@sinmaimamadayo  達成してね.
@sl7i7tbYIm6Tub3 エボルタくんならし～んぱ～いないさ～@shinjim_4  エボルタくん信じてる頑張って@currymobile エボルタ頑張ろうぜ。あと一息だ。ここが踏ん張りどころ。@512810YN ガンバ
レ！ガンバレ！ネオくん！ガンバレ！ガンバレ！ネオくん！@rukinopio  がんばれ！@dokuhakuaccount  まだまだ行ける！君ならできる！エボルタ君、ファイト！@gtapex_13954  登れ～@Boohboo4  頑
張れー@AcbNew  がんばれ！@chitian772  エボルタくんがんばってー！チャレンジ成功しますように！@mochamoco  がんばれー( @pinkflowers820  まじか！！今度も挑戦するんだね！！がんばれー！
色々とチャレンジしてるからわたしもチャレンジ精神掻き立てられる！ありがとう！@machakarizuki ネオくん頑張れ～@kazamassu NEO君頑張っているね！どんどん登り続けてねー！
@q6ghM7xLnWAOmRk ちょっとずつ！ちょっとずつ！@oohashi3  がんばれ！@pururun1515  エボルタくん。キミが昇り切れるって、信じてるから！キミがこの日の為に頑張っているのは知ってるよ。
この日の為に毎日毎日、練習していたのを見ていたから。今まで練習して来た事を今日にぶつけて！力の限り、上に、上に昇り続けて！その先に、ゴールはあるから……っ！#エボルタNEOチャレンジ
2021@aveadie  ガンバ！@kissy1972  頑張って下さい" C 7 @EwrwlSjX0w4jJAc がんばれ@anothersidenama がんばれC @fu68334154 １２：４６　２６８ｍ@tetsuswedy ファイト
@rururu1237  すごいね@pelebako  頂上目指して頑張れ！@tanikodesuv 頑張れ!!@hs03731  ふぁいとー@tetsuswedy  記録達成楽しみ！@mamakiraran  頑張って、応援してるね. @kobukuro117 
がんば@mamipokomamo2  頑張れ( @1aaEFHBN44O03Ud  がんばれー！@15yuyu02  ふぁいてぃん@momotabetai315  12時間応援してるよ！目指せ1111メートル！！@arashi_s_h  応援していま
す。頑張ってくださいM M @cocoa_637  応援しています@wxy99738389 頑張れ～(ﾉ*>□<)ﾉ@renkur96128  息子がエボルタダンス大好き！頑張って！@youflat  あとでEVOLTA買ってきます！がんばれ
エボルタNEOくん！@373502  頑張って！@audi32key  小さな体で大きな挑戦！DAI☆DAI☆大丈夫!頑張れー！@maaa2934na19561  がんばれ@w4PaRPXIfHVD8fu  １２：５１　２７６ｍ
@tetsuswedy ネオくん頑張って！ゴールしたらお祝いしよう。@pukupukukaka2 がんばれ@kunhiro2 """"""""""　エボルタくんがんんばれーーーーー　"""""""""""@Eyuro_17 頑張
れー！@hirot41046787 エボルタ君、頑張れーー!!@miminyun091202 がんばれーーー！君ならできる！@RoseYellowrose うちのテレビのリモコンもエボルタNEO！がんばれDAI☆DAI☆大丈夫
@skylemonn 頑張ってー！@aladoalado24 278！４分の1達成！エライなぁ@IZUMAH がんばれー@1122334455h ファイト！！@monpon123 頑張れ@wamirimo ガンバレー！
@YKeg6w21X6GIHY1 ギネス達成だ！@emippony 1234セイ！ハイ電池$ " # @momosuke0111  生放送見ながら応援してます！！！みんなからの応援メッセージをのぼって記録達成する――素敵な瞬
間を、この目でみんなと一緒に見られますように♪@erita07 エボルタNEO買うよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお@tetsuswedy がんばれ@umabaka10 がんばー！！かわいい。
@kumachanlovely  エボルタくんガンバレ*(°̀#°́)#@michi_cre  お願い、昇り切ってエボルタくん！電池はまだ残ってる。ここを耐えれば、1111mなんだから！@aveadie  頑張って！！！@uababy_l7  ファイ
ト！@support_egg  エボルタNEO君のチャレンジ成功応援してまーす！がんばれー@NagasawaKiyomi  普通に楽しく応援してる　頑張れー@saikoroSP  エボルタくんの挑戦は毎回すごいなぁって思う。乾
電池2本だけで動いているんだからね。1111mの完登目指して頑張れ～！@kazamasa_trpg  もうすぐ300m!!やっと1/4すぎたかな？まだまだ道のりは長いけど( •̀B• ́)$#ﾌｧｲﾃｨﾝ!!@sdryukiesq  ガンバレー
@wAFxhv2kou9NHZy  NEOくんがんばれー！@stk40ao  あと少しで300m！がんばってー@kayo_toro  ああそうかロープが動くんだ（今頃気づく）@tetsuswedy  二時間43分で295メートル突破！その調
子！エボルタくんがんばれ！！！@w__ym エボルタくんがんばれ～@riettydayo がんばれ！！！！！あんまり見れる時間ないけど、ギネスをもぎ取って！パワー注入！！！！！@chotcf 成功しか見えな
い！みんなで応援だ。フレ～フレ～エボルタネオ君!ì ^ ^ î î ï @pukupukukaka2 ネオくんガンバレ！いける！あなたならいけるわ！@rukinopio エボルタくん大好き"がんばれ& ñ %
@0102Moo  300m突破( まだまだ力強いNEOくんと 乾電池EVOLTANEO( 頑張れ頑張れ～(*≧∀≦)人(≧∀≦*)♪@yukkymajyo  頑張って！！@asupyonta1 300メートルこえた！@norisan888 300メート
ル突破！すごいぞ！@sr_01m_robo  300m到達おめでとうございます！！@373502  300メートル突破！まだまだ行こう！！@seigi0083  がんばれ！応援してます！ 2021@wasanbon_robo  2時間45分
で300メートル突破！その調子！エボルタくんがんばれ！！！@w__ym 2時間51分で310メートル突破！その調子！エボルタくんがんばれ！！！@w__ym 頑張れ！より高く！@jqmdZlOioIK4Q5Z がんばれ
ばれー@minikokensho ギネス記録目指して頑張れ！！長時間ですが皆様頑張ってくださいませ！@tokatsu 頑張れ！！@Celukk 残り４分の3頑張ってねー！くじけるな。@5ri2VVkbgQ4GFHe 頑張
れ～　@su___C1  １３：１２　３１２ｍ@tetsuswedy  がんばれーーー！@atare01141014  300m突破& まだまだ行けるぜ@chanchan777 頑張れ！@8jhxBSFGHGwsJ59 あと800mッ！！ 
TIME02:52@doreijutaka  頑張って！@anmnm___ 進めー進めー頑張って！@5ri2VVkbgQ4GFHe がんばって！@co_n48 エボルタ君頑張れ～( @erawatak1985  いける！@splendidcounte1 登りきっ
てね@mika49422739  頑張れー@NS1BBB  小さい身体でも出来る！がんばれー= > = @tomo_nya_mickey  がんばれ@mini_ahirunoko  　電池があれば何でもできる。@hiroxxhiroxx がんばれ3 4
@naa_coi  行ける行ける！頑張れ頑張れエボルタくん！@shinjim_4  頑張れ& 頑張れ( エボルタNEO君V @ihinmi  １３：１８　３２２ｍ@tetsuswedy  ファイト～！@vIUg5lIoff0uoHD  がんばれー！！
@mizu73713120  頑張って～！@mao_riechan 2時間58分で320メートル突破！！28.8％、残り791メートル！エボルタくんがんばれ！！！@w__ym  がんばれエボルタNEO！　まだ登れる！ファイト！
NEOくん！@nomikai1988  お前ならできる@hhmatsu 先生！ダンスを覚えられるコツを教えてください！！@aveadie 最高！@festiva68502750  ふぁいと～@ILV_NY 順調順調！がんばれがんばれ！
@373502  3時間突破ー！！NEOくんがんばってー♡@msc_m2  333メートル！東京タワー超えたぞー！！@tani_113 東京タワー越え@tetsuswedy  333m到達おめでとう！@373502 世界最長達成頑張
れ@bird0354 3時間6分で333メートル突破！東京タワーと同じ高さ@w__ym フレーミングー@tetsuswedy ３３３ｍ、東京タワーの高さ突破おめでとう！@y_tomohiko １３：２４　３３１ｍ
@tetsuswedy  もうすぐ333mじゃん！@sun_bonme_sub  頑張れ、エボルタくん！少しずつ未来に近づいていく姿は、熱い気持ちになるね！@hoho12181974  ガンバーレ( @3265damj2465  3時間3分
で330メートル突破！29.7％、残り781メートルエボルタくんがんばれ！！！@w__ym  がんばれ！@matsumi556677  長丁場だけど頑張って！@ysd8_kj ファイトです% @manzokumanpuku  エボルタ
NEO君( 君ならやれる6 ファイトー(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))5 一生懸命登る姿、尊いh @4uka ファイトだー！@chanceJYJ 人生プラマイゼロてｗ@tetsuswedy 333m通過！A まだまだ頑張って～8
@ku_boyu_ki がんばれ！@hiroyo_6909 がんばれ～^ ' 　@yuutaro2007 がんばれ！@umauma__o 頑張って} ) @milmay10jyoshi1 がんばれ！@adr1DBzGUtx3Rg6 がんばれ～～！
@annrosey16  頑張ろうねー！@KS5409  世界新記録に挑戦するだけでもスゴイ！頑張って下さい! @nextdreamer1208  １３：３０　３４２ｍ@tetsuswedy  3時間10分で340メートル突破！30.6％、
残り771メートルエボルタくんがんばれ！！！@w__ym まだまだ先は長いけど、応援してるよ！！！！ファイトー！！！！@sana12081208 少ない電池でがんばって動いててカワイイ～。成功してほしい
な。@am_gamered0mm  イケイケごーごー！@li2op92 頑張ってください！@Y2kejnm7QMFq7II  ふぉいと@cutechan118  がんばれ！@tontonton7373  黙々と登ってるキミの姿はロボットにも、ビジ
ネスマンにも通じてるよ？がんばれー。@RoBoHoN_Kyin_N  単１！単２！単３！単４！プラス思考で行こう！@tetsuswedy  がんばれー！！！@ouboyo0852  ヨイッショ！@wassakenken  頑張れ
@H101Yuko がんばれえええええ！！！@kaboch11mai がんばれー！！@TtS715_O 350メートル突破！！これで3分の1ぐらいかな？？このまま最後まで突っ走ってくれ！！！！ヽ(^^)ﾉ@apopo_09 突
き進め！エボルタNEOくん！@yakuswa_27 かわいい！頑張って下さい！@PicaroPicaroPic ３００M突破！あべのハルカスや東京タワーを越していると思うと感慨深い・・・ちっちゃな身体に大きなパワー！
チャレンジが成功しますように7 @umerobohon がんばれエボルタくん！@Poinko_Doeeeen 3時間16分で350メートル突破！31.5％、残り761メートルエボルタくんがんばれ！！！@w__ym がんば
れー！@tmtm30tmtm  行け、行け！@kenshoudaisuki 頑張れ～6 @mimi20120330  いけいけ頑張れ# @atonkaidis  がんばれー！@kanatokenshou  １３：３８　３５５ｍ@tetsuswedy  楽しいね！
@katsu31958568 エボルタくんファイト！@riettydayo FIGHT！@fiore304 いけいけ@ryoavanzare エボルタくん！頑張れー！！君ならできるって信じてるよー% @bocu_  "(°̀#°́)#@yurika_nagao  が
んばってね！@katsu31958568 やれば出来る@nekonoshimakun がんばれエボルタNEOくん！@1YYY1YY 3時間22分で360メートル突破！32.4％、残り751メートルエボルタくんがんばれ！！！
@w__ym  応援してます" @megustaRaMu がんばれエボルタ！@ponpokopiriri がんばるんだぜー　@U7I0c7Uqc0sPWif  いけいけー@atarimasu818  かんそうめざしてがんばってください！！
@some402  エボルタネオ君、君は1人じゃない！皆んなが付いてるからね！！ガンバレ！エラい子だ！@robohon_maru  以前のcmでエボルタくん知りました！乾電池は無限の可能性がありますね！これか
らが楽しみですb @rt_kenshomama  ファイト@shokuncoffe  (!#•̀ω•́)# ファイト！@eeCx3NnNi8xCi  ファイト！@aesDqVixt8tsJzU  頑張れ@iyazyanjabajaba  頑張ってー@nekomiminisinju  頑張って～
♥@831831ppp  ひたすら頑張るエボルタNEOくん、かっこいいよ～. : : : @miyuramukanna  がんばれ@manmaruand2  がんばれ！！！！！！登りきろう！！！！@tetsuomu  エボルタがんばれ！
@daikichi_04_03  これ踊れるのスゴいな" @momosuke0111  エボルタNEOいけいけー！@jinyo5  頑張れ～@randw358  エボルタくん頑張れー！応援してます(^^)/@toshipile がんばれー@cafelove7 
がんばれー@marurunsmile  応援してるよ～@misoya5 三分の一、到達！がんばれーーー！！！@umerobohon  がんばれー( @namicyanmax  頑張れ( ( @fuu53247  がんばれー！！@Ririmon32  頑
張れー！！@kuro223223  3時間34分で380メートル突破！34.1％、残り731メートルエボルタくんがんばれ！！！@w__ym  頑張れ～: K : @yuka551212  頑張れー@kakemiyuto  以前登っている広告
を見てEVOLTAを購入を決めました！次世代の子たちにも電池の凄さを伝えてくれ～～～！@moonlight_says_  頑張ってー！！@norisan888  がんばれー( @Noir_USAG1  頑張ってるね( @hatihati0  がん
ばれ！@SoraClose  頑張りましょう@1962take1103  10時間くらい動く予定なのか@yoooani  もうすぐ400メートルだ！ここからここから！上を目指せ！@seigi0083  3時間40分で390メートル突破！
35.1％、残り721メートルエボルタくんがんばれ！！！@w__ym  """""　ガンバレガンバレエボルタくん　"""""@Eyuro_17  頑張れー3 % % @pontatokonpeit1  がんばれ！@llamambo  頑張っ
て！！！@snoooopy1125 もうすぐ400m！エボルタNEO君頑張れー！@sun_bonme_sub えぼるたくん、可愛い" % 。がんばれー3 ( ！@SSAwaEsQtwbir5N 頑張れー( @maruru_pon がんば
れー！！！@lili2172021  頑張れ@s2_ayuri  がんば@123infinity_  世界記録達成に期待します。@atare18 400m突破！頑張ろう' @erk_rythem  がんばって!!!@fnmktum 速度変わらないのすごいな
w@Tuyuri_sub  400m通過A ファイト～8 @ku_boyu_ki  まだまだ登れるよ！ファイトだ！NEOくん！@nPLvzNHXx0tfyPx 400メートル突破！まだまだ上がるぞエボルタNeoくん！！@seigi0083 すご
いもう400mも登ったのか！エボルタNEO君すげー！1,111mまで頑張れ！！@Tuyuri_sub  ４００メートルおめ@tetsuswedy 登れ登れ登れ！今年も頑張れ！きっと達成出来るから！@kuniboo2  常に上を
目指すエボルタNEOくん@tetsuswedy  頑張ってね！応援してるよ. ！@fami_famichan ファイト& % @asami_ted がんばれ@mama37191 400m( 調子いいよ！NEOくん！頑張れ～( ́ ▽ ` )ﾉ
@yukkymajyo 400メートル突破！まだまだ頑張れ' @blastcat77  % % ó ,　ò í ô 　ガンバレエボルタくん　% % ö Q õ ú @Eyuro_17  最後まで登り詰めろ！@4aui2  3時間53
分で410メートル突破！、36.9％、残り701メートルエボルタくんがんばれ！！！@w__ym 400m超えた盛り上げてこう～@currymobile 登ってる姿はかわいいの一言@tetsuswedy がんばれ
@nnnmmm0518m 12時間もかかるのかwエボルタNEO君頑張れ！@Tuyuri_sub がんばれ！！！＾＾@hhhhhhhirom ファイトーー\(*°∀°*)/@saachan2828 まだまだいけーーー@iro0801 頑張れ
@4G7cVpHGKW8rv3t  ゴールまでがんばれ@kce3150  がんばれー！@kmkr_in_a_coma  頑張って& @maane8419 がんばれー@g4eacQKp4idGlt6 頑張
れー!!!!!@ri_kzmckg  ゴーゴーレッツゴ！行け行けエボルタくん！(◎∇◎)♪@RoBoHoN_Kyin_N  頑張れー！！@Tokatoka413 上へ上へ！頑張れ！@ttaaaashi  がんばれー
@tetsuswedy  がんばー！@punkypunky777  頑張れ～@mtasaki967  いけるいけるー！！$ 世界最長クライミングがんばって+ @mishimatsu555  がんばれ！がんば
れ！@kuroyoshi4  頑張れ！！！！！！！！！@sh_242930142  エボルタNEOくん頑張れー！@hajime77777  登れ登れ登れ！ネオ君なら最後まで登りきれる！今年も見
せつけてやれ！ちっさいカラダで大きなパワー！健気に頑張れるその姿！応援してるC @kuniboo2  頑張って！@mkimr09 頑張るんだー！！@taker0705  毎回、エボル
タNEOチャレンジ、とても楽しみです！いつも小さいのに馬力があるエボルタに沢山の勇気を頂いてます！@warakasu3  ファイ4 @MEGUMIRICH0358  頑張ってー！
@midoriya_0402 ファイトー！@machqn7 がんばれー！！@XC5PXf9hYKsLRrd ファイトです！！！@enn_cm116320531 ダンスなかなかむずかしいのな
w@Tuyuri_sub  がんばれ！@inlet_a  頑張れ1111ｍ@coguccicogucci1  がんばれー@dWAtScTmUQyPDAb  頑張れ～G @rijuyu1 頑張れーエボルタ！
@3m7EogsX9OC5cAN 1/3くらい終わった！まだまだ先が長いけど頑張れ！！@okeman_do_it 頑張れ～！！@okakakon お出かけら帰ったら430メートルまで
行ってた！！がんばれ！！！@okeman_do_it 何回も聞いてるうちにこの曲にだんだんハマっていくw@Tuyuri_sub  これはまじで応援するしかない！がんばれ！！！！
@renrabo  頑張れーー！！@urara_u_u_  わー！頑張れー(&("%$$"%$$")'(@kumataro_ne_jp  ファイト3 @direngrey575  エボルタくん、かわいい。1111m登りきっ
て！@88greentea88  応援してます. @qoqoq11  がんばれ@syy_rx  先生ふぁいとー@tetsuswedy  ダンスがんばれ@tetsuswedy エボルタくんがもくもくと登って
る姿がけなげすぎる！@pingu_yuzu  １４：３２　４４２ｍ@tetsuswedy  頑張って！@882fd そろそろ450mかな？@Tuyuri_sub 4時間18分で450メートル突破！
40.5％、残り661メートルエボルタくんがんばれ！！@w__ym  がんばれーーー@toshiaki0727  これから、参戦します。最後まで応援するから頑張ってね。
@mizuyoukan72  安定してる！@cross_clover4  がんばれ！@balubalunax  まだまだがんばれー！！　@mamekoto1  450メートル突破！まだまだ頑張ってるね～ 
(*́▽｀*)@yomogi2010mochi  がんばれー！！@rip825  ファイト) @MIi5745  １４：３８　４５２ｍ@tetsuswedy  楽しむことが大事' @erk_rythem
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4時間24分で460メートル突破！41.4％、残り651メートルエボルタくんがんばれ！！@w__ym  頑張って！！@bakanyah  がんばれ！！！@w1_at8  がんばれー@dWAtScTmUQyPDAb  頑張れ～応援して
ます！@EGdfOQtRBKTq3mZ  まだまだ先のことだとは思いますが、いつかは宇宙空間や月面でのチャレンジなど地球を飛び出したエボルタを見たいですね。@BlueRightning  １４：４６　４６５ｍ
@tetsuswedy  世界最長チャレンジにみんなで応援！@DOSKOIPANDA8  頑張ってこう！@kangaerukan  やれると思う！！頑張れ～@zenginyu20  頑張ってね@hpp0p  今年も安心を見せて欲しい！
@itaru_531  泣ける@tetsuswedy  あなたは凄い@mink5054  エボルタNEO君、今回も頑張れ！@fumiko1016  頑張れ！@miki0331042311  達成の予感( がんばれ! " # @yfuru123 頑張れ
@mikirikukakeru  もうすぐ500ｍ！@currymobile  応援してます☆@D9xYsIvO4s2zccS  頑張って記録を作って！@mari1212r  １４：５１　４７３ｍ@tetsuswedy  きっと成功する& @snowflakedrops_ 
頂点を目指せーーー@erk_rythem  エボルタくん頑張れ@miki03310423  頑張ってね8 @hsy3524  上がれ上がれどんどん上がれ！@seigi0083  小さいけどすごいよ！頑張れ！@KFq217p1  寒さに負ける
な電池@kobuta8  エボルタくんがんばって！！@RIE97178602  1111mいける！@sousuke0901  電池がんばれ@LogSapporo  4時間30分で470メートル突破！42.3％、残り641メートルエボルタくんが
んばれ！！@w__ym  ファイトおー！！！@rizuu_0910  配信見ながら応援してるよ！@daaaaaaaako  記録更新に期待が@kigurumimi  すごい！！がんばって♡♡♡@taaampp  頑張れ！@saku_ra_n_bou 
まだまだ頑張れ！可愛い！@ttaaaashi  エボルタくん懸命に登り続けてて健気5 応援したくなる。ファイト！@masa3373masa  頑張って下さい@ZeFcNREYJHxX5kh  エボルタくんがんばれー！@ahly626 
エボルタNEO君、可愛くて大好きです！@kanaedesu314  １４：５６　４８１ｍ@tetsuswedy  がんばれ、エボルタNEOくん、1,111メートルを登り切れ！11月11日は電池の日！@__maria_aria__  4時間37
分で480メートル突破！43.2％、残り631メートルエボルタくんがんばれ！！@w__ym  ファイト@isitenoughto  エボルタNEOくん  がんばれ"( 'ω' )#@Meteo562k  ５時間経過！あと５時間頑張ってくださ
い！@tetsuswedy  高みを目指そう！@daaaaaaaako  ファイト！応援しています！@ayu12306  がんばれー@summercattel  全力をだしきるんだ！@NAOH277  カシャカシャ一定のリズムを刻みつつ、無
言でひたすら頑張るエボルタくんが可愛いN @oribe0829  応援してます4 @popo_po01  がんばれー@jyoshimaster  頑張れ！頑張れ！@yurui69yurui  エボルタNEOくん、ファイト6 6 6 カシャンカ
シャンっていう登り続ける音がカッコイイ！！ずっと見てるよ！！@mihobell  応援してます！@m6827596773  500メートル越えた( がんばれがんばれ( @paroribre  FIGHT！@very___very  エボルタく
ん頑張って！500こえた！@himawaqi 500ｍ！！！(◉▼◉)やったーーー@mizuka_m 500mきた　@t0kri 500メートルこえた！@norisan888 ５００ｍ突破！エボルタＮＥＯくんガンバレー！
@y_tomohiko  エボルタNEO君、頑張ってね！@kanaenandesu314 がんばれー！@bkworker  記録更新、がんばれ！@jhonsenn07  がんばれー！@tan3sun  頑張って！@heavenaizi エボルタネオくん、
応援してます。パワーを見せつけてください～！頑張れ～！@sasakimayu4  ずっとのぼっててえらい！@backdaaan  見てるからね% @tomato_ojima  がんばれ！@chiiishe  さっき少し途切れかけたの驚い
たù まだ半分ちょっとあるけど、ガンバレー& @homepage_seo_cc  エボルタNEO君、家族全員、大好きです！@kenichi230304  エボルタNEOくん頑張れ！！@mellis_P_FD  ガンバ@YS4N5  ファイト！
頑張れーー！@karintou582  エボルタ君応援しています！@legacyb4_1790 頑張ってください。応援しています！@yuko0312 頑張れ負けるな！！@shin5kita がんばってー！！@sunafukintellme  がん
ばー@nop_upa  ()◉▽◉)510m( 半分越えたよ( まだまだ安定して上ってるねC さすがエボルタNEOくん&amp;EVOLTANEO d=(^o^)=b まだまだ応援するよ( 頑張れ～＼(^-^)@yukkymajyo  まだまだ頑
張れ！！@ttaaaashi  がんばれ～！@GamestEx  キーワード長く表示してくれて優しい。残りおよそ半分もがんばってー！！@am_gamered0mm ファイトーいっぱーつ！@maihime_mori 小さな体で一生
懸命頑張って登ってる！がんばれ！エボルタNEOくん！@i312t  もう少しで半分達成( û 絶対成功する( エボルタNEO君おうえんしてま～す. : : : @miyuramukanna  頑張れー@tm521330  頑張って
@5kktt  やればできる@Daifugo1999  ファイト@reAPyApMQMZVwNQ  がんばれーエボルタN E Oくん！成功を祈ってるよ！@4uka ファイト@2ktgo  すごいがんばってるまだ先はながいけど応援してる
@k0508m0508  応援してるよ！ふぁいと！@t_m_koo ファイト@neko5353  びわ湖@RklE55GA5p9KUiz  5時間9分で530メートル突破！47.7％、残り581メートルエボルタくんがんばれ！！@w__ym 
ガンバレ！@peco101930  ファイト@ao5353  ふぁいとー% % % @ri___r07  がんばれー応援してます！！@safq_g ぎゃんばってくりたまい(^○^)@rklitus がんばれー！@rssFe5X7bOiqcXR  がんばれ
ね！@whatwillbe2 記録目指せ！@Aegis12c 気合いを入れて登ろう。@ribon2043 エボルタがんばってーー！！@aki_2138 がんばれ！@passo_puchi2 ガンバレー！@okada_0kada 頑張って！
@shabon1014  がんばれー！がんばれー！@tZL5vG92g2muivh  ガンバレー@siroitagorou  がんばれー！！@kuu_s2e  頑張って! " # @ki53535  ファイト！@yuzupon1yuzu  ガンバ！！！＼＼\\"(
'ω' )# //／／@mkmkkong  がんばー！@gorillakara 世界記録更新期待しています@akiyukimiura 行け～@aka53535  がんばれー！！@kokin_0703m  大変そうだけど応援してます！@KDki93 素敵な思
い出ですね～@norisan888  5時間15分で540メートル突破！48.6％、残り571メートルエボルタくんがんばれ！！@w__ym  ファイト！！@mh24_unichqn  もうすぐ半分% 実は由利鉄道見に行ったのです
@88greentea88 頑張れ！@osvkp ネオくんの登る音に癒されてます！応援してるよ！がんばれ！！@ars4os8 順調に半分超え。チャレンジ成功間違いなし！@hanachahon 頑張ってください6
@abc10bataco  ファイト！@hakufu89212  がんば@ichibanyan  ファイト@nekoo5353  N @nico330411  頑張って@sorana8805 がんばれー@mina34331458  ファイトー！！！@yomochi25  目
指せ世界ギネス記録% @YamYamAkane  エボルタネオくんがんばって～！！応援してるよ(＾∇＾)ﾉ♪@m_k0814  頑張って！@ma_mi_ma_mi_pon 応援してます！@tb86f20renWccJe 応援してます！頑
張ってー！@yuka43taka74 毎回挑戦し続けててすごい！応援してます！　@sugeze 頑張れ～＼(＾o＾)／@wa_shigre がんばれー@norisan888 その調子！@tlqTSxRIgdNCmQu がんばれー
@tetsuswedy  頑張ってー: 応援してるよD @baby_mana9  頑張ってー( @ihEOCB8p69sCIaC  エボルタくんファイト！@pi2pika2  がんばれ@bbl36  頑張れ' ( @q_ha3y  最後まで応援してるよ！頑
張ってね！エボルタNEOくん大好き！@satochieko  頑張れ' ( @MaiH1215  頑張ってー！@Nbxk6bk8znXQtCV エボルタくん！\(!-#-!)ﾉ♬ファイト！！！！！@HongKon02322349 記録にチャレン
ジ！ガンバ！！@poinyo72 がんばれー！応援しているぞ0 @KaomojiJapan 目指せ1111！@masa3373masa 5時間22分で550メートル突破！49.5％、残り561メートルエボルタくんがんばれ！！
@w__ym  応援させてもらいました。@sugeze  ガッツ、エボルタ！！@tukabeni 折り返し通過。がんばってエボルタＮＥＯくん！@y_tomohiko エボルタNEOくん、やっと半分まで来たよ！あと半分頑張
ろう&&&@dowattyo  あと半分！！@w__ym  折り返し地点、555メートル突破！さぁ復路に突入だ！！@seigi0083  もうすぐ半分！すごいぞ、エボルタネオくん& @umerobohon 応援してるよ！
@ina6918  頑張れ、頑張れ( ( ' @MANA64982479  bpm78くらいü @toookoooyooo  １５：４８　５６１ｍ@tetsuswedy  ガンバレ！！@choconochoco 5時間28分で560メートル突破！50.4％、
残り551メートルエボルタくんがんばれ！！@w__ym  感動した@tetsuswedy  頑張れ3 4 @meeeeechaotoku 頑張れ！@yuka_smile27 がんばってね～！！@ifug21 まだまだ上まで頑張れ！！
@harumi_chirol ふぁいと！@papakeeei 頑張って！@Ako05121996 エキサイティング@pokemon_3150 いよいよですね～@juntsubuyakanai あと半分頑張って！@currymobile のぼれー！
@000_yossy  頑張って！@yudetyamame ふぁいとー！@canyansuke  FIGHT@vHFQhkPEhlu1Reg  頑張れー@1bs6HPCS9A5Whrs  エボルタくん応援しています！@legacyb4_1790 エボルタくん応
援しています！@122Lanevo  5時間34分で570メートル突破！51.3％、残り541メートルエボルタくんがんばれ！！@w__ym  嬉しいニュースを待ってます8 b 頑張ってね！@sakura_saku37 頑張れー！
@lRNuVpM31P2Q37A がんばれ！@ojagajagaimoooo  がんはってー！@yuchan874  がんばれー　１５：５６　５７４ｍ@tetsuswedy  がんばれ@SWEETand_sour88 ネオくんの登る音に癒されてま
す！応援してるよ！がんばれ！！@ars4os8 やれる！@kenpac12 エボルタ頑張れー！@iYFUvbbr2kdJVJ8 5時間41分で580メートル突破！52.2％、残り531メートルエボルタくんがんばれ！！
@w__ym  頑張って応援してるよ！@19560711  エボルタくん可愛い頑張れー！@koromo_chan1  あと半分！@hiroe231  がんばれー! " # @lucky58mo  がんばって！！応援してるぞ！！@ArcSedna 
ゴー！@debifjn あと半分だよーエボルタくん！C @erk_rythem  ふれーふれー！@chikarumaru19  ふぁいと@zakuzaku2015  がんばれ@LxjgA9XUI3LkDci  がんばれー！！！★@N1098820741  パ
ワー！@atarikuji_jp  「人生プラマイゼロ」@0isieoyaki  天龍きたー@tetsuswedy  エボルタ乾電池の底力見せたれ！！！@ALTALaboratory  エボルタNEOくん、誕生日が一日違いだった。親近感♡　これ
は応援する気分が高まりますよ。4月生まれ牡羊座パワーを見せてやってー！@am_gamered0mm 頑張ってー！@yukaa105 エボルタくん頑張って～！応援してるよ！！@taiyaki_0221 がんばれー １６：
０７　５９２ｍ@tetsuswedy  がんばってね～！！@apporos01  上の方も一緒に頑張れ@takei3kakkei  がんばれ@daaaiyaa8200  まだまだあるけど、頑張って！@pixyhassy  頑張って! " #
@kaniko225  可愛いのに力強い！頑張って% % % % % % @nyankoma21 登れ登れ登り切れ！エボルタNeoくんならやれるはず！！@seigi0083 頑張れ！全国から応援してるよ！@harumi_chirol 
FIGHT@vHqJNPNbTGD2UbD ネオくんがんばれー！！@ZfYeUR9jXQPbRuK いよいよ本番！大記録達成へ向けて、頑張れー！@ShiroKuma_0704 藻岩山超えてた@tetsuswedy すごいよ！
@kotorin_ko  頑張るデース& @kuhio001 600メートル達成！あと511メートル。頑張って！@yomogi2010mochi 残り半分！エボルタくんがんばれピヨí @sunnysi_rule がんばれがんばれー！！！
@tommy_t_chopper  朝から、ずっと見てるよー！！ガンバレー！！@mihobell がんばれ@yoshi9818  頑張ってね！@l6fTMVrZFdrDlCy  頑張ってね、エボルタちゃん。後少しだらね。応援しているよ[
ï ä ä ï ï ï @xZFQ86aI07cFjQM  健気すぎて泣けてくる！頑張って！！@yuukalina エボルタ！！頑張って！！@kamo_mo28 ゴールが見えてきたぞ！エボルタNEOくんがゴールしたら俺も明日出社
するC @idosoko_2nd_B  頑張って！！@riri28498647 エボルタＮＥＯくんがんばれがんばれ@y_tomohiko  がんばって@__madonna___ 元気があればなんでも出来る！@currymobile がんばってね
～！！@p06do  がんばれ！@softhenry  切れてない！エボルタくんがんばれ！@currymobile  ガンバレ& @da_da0000  頑張れ} 3 ( @miporin314110  がんばれー@yukiiie_  エルボタくんも電池もガ
ンバレー！@HNGD7N2zBMMmoIb 最後の踏ん張りだ@kz1_kome  天龍さんのさわやかな声、すてきでしたね！エボルタNEOくんも元気が出たのでは～？@am_gamered0mm  頑張れ@macoco24  頑張
れ@mitsu7372  エボルタくん、ファイト！ゴールまで頑張れ！@pukupukukaka2  頑張れ@kamimitsu2  みてるよ！@anan9256  エボルタくんも、ずっと頑張ってるから、私も頑張ります！お互いに、頑
張ろう！さてと、仕事だ。@daimonji0429m  エボルタ君がんばって6 @garden20200101  ファイト！！！！@qwert39393  がんばれ@aki_o_onigiri  挑戦してこそのエボルタです。これからもどんどん記
録を打ち立ててください！@cork_comma_569 がんばれがんばれ% @happy_uparupa  頑張って" / @hajisuke7131328  ふれーふれー！@miya12292  かわいい！頑張って！@ninjapyon スカイツ
リー越えスゴイ@siroitagorou  むさしこえた@tetsuswedy  とうとうスカイツリー超えました！頑張れ～@currymobile  一生懸命登ってる姿、健気だねぇ～[ ファイト6 @nariy210sa  エボルタくん、、、
すごいよ。えらいよ！！最後まで行ける。イケるよー！@robota_828 スカイツリーの高さに到達おめでとう！@y_tomohiko スカイツリー超え。@00YwU1zKatSMgoY ギネス世界新記録をかけた挑戦頑
張ってください@bbb002akasya  ネオくんがんばれーーー！みんなの応援届いてるかな？くじけそうになったら、みんなの顔思い出してあと一踏ん張り！@marumikirakira  2000ft越え！まだまだ行ける！
@Jef_Thunderson  残りも少なくなってきた！頑張れ！！@818rai  すごい！頑張れ！w@08BSMmlXcMy3EK5  がんばれ. がんばれNEOくん@thankyouhamada  スカイツリーを超えた、まだ行ける！
@erk_rythem 世界記録達成まで頑張ってください！@piccapicayo20 いけいけ！！エボルタNEOくん！！！@gogatu_toki スカイツリー突破！すごいよNEOくん！@sr_01m_robo がんばって
@aresukura 小さな身体で大きなチャレンジ、きっと成功する！@Jef_Thunderson がんばれー　１６：４１　６４２ｍ@tetsuswedy 頑張れ@yagi_yochan がんば～@actio15 頑張れエボルタく
ん！！！！！！　@imamichy  頑張れ@box_pondewa  KOOさんだエボルタ君もがんばって† @garden20200101  頑張れ～おうえんしてまーすN @akan_Yuzu 頑張れ！@matsubokurisan  頑張れ頑張れ
頑張れ！@ArcSedna  がんばって！@sumire_eri ファイト！ファイト！ファイト！！@noirsaphair  応援しています@mgwue 頑張れー' @gaogaokome  そっか、もうスカイツリーの高さを超えてるんだ
ね。たか～いっ@robota_828  がんばれ！@suihu3  頑張れ頑張れ( @ffBV4rcQnLO7bUF  がんばれー　１６：４８　６５３ｍ@tetsuswedy  DJ KOOさんもわーすたちゃんもエボルタNEOくんもがんばっ
て～～@currymobile  q(*･ω･*)pﾌｧｲﾄ!@matoukundesu  NEO君がんばれー！地道なチャレンジだけど見てると楽しい。そしてかわいい。@eringui  レツゴーレツゴー( @ffBV4rcQnLO7bUF  ガンバレ～(
@shin01348  ファイトー！@cloudy_0012  GOGO( @ffBV4rcQnLO7bUF  行け行け( @ffBV4rcQnLO7bUF  がんばれ@kens12112  がんばれ！！@hamy41472972  ロボであろうと、機械であろう
と毎回必死さと健気さが伝わって来るエボルタチャレンジ!@yotaro839  我が家でも頑張っているエボルタNEOくん、応援しています!!@michanpiko  　登りきれぇぇ　そしてガンバれぇぇ@pcdaisukiotoko 
★★★エボルタNEOくんギネス記録チャレンジ頑張れー！★★★@Muko_01_13  がんばれ@mitsu5153  頑張って@TANISI14205273  がんばれ～k 6 @applemogumogu2  がんばれ@fish11733547  い
け！登れ！頑張れー！@kanapple  応援してるー@kenshow20 ガンバレー！@chibikuma_sweet fight！！！@fourkoukan  まだまだあるけど、頑張って！@currymobile 　頑張って～！！！！！！応援し
てるよ！！！@pcdaisuk_sb  いけーーー@harumi_chirol  エボルタくん最強！エボルタくん最強！エボルタくん最強！どりゃあああああ@sammirumomo  がんばれ！！@mesie48  あと半分きったね頑張れ
エボルタくん@k05m08281  2021 頑張ってるね！応援してるよ！@almond556  頑張って！@sanbarutyan  いっけぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ！@Hama_network  フレー！フレー！ガーンーバーレー！ふ
れっ！ふれっ！がんばれ！エボルタNEOくーん！！！！@mikimaruko__ エボルタNEOくん！ファイト！！@xDMdPSTat8DFzgz 負けるな！@ebisenbei1810 680m突破ドンドン行けるよ！
@Jef_Thunderson 眼鏡きゃんかわいい@norisan888 頑張ってね！@Karinlove0112 エボルタNEOくん、スカイツリー越えてた！すごい！それでもまだ6合目ちょっと。まだまだ頑張れ！@msc_m2 エボ

ルタくん頑張れ～！@00YwU1zKatSMgoY  エボルタNEOくん頑張れーー！！ｾｲﾉｯ⊂(^･^)⊃ﾌﾚｰ＼(~０~)／ﾌﾚｰ@mi_11_  ガンバレ@Tsunokuma82  応援してます@erieri3369  頑
張れ～見てるよ！@0815Manma  ガンバ！@tiba1357  頑張れ( エボルタ君！@Hoshii11keihinn がんばれー！！@tws_hiro がんばエボルタNEOく-ん！
@crossroad3613  ガンバガンバ！@0815Manma  前回も応援してました@8xoiiox8  エボルタ君いつもありがとう！頑張れー！！@56_ntt  がんばれ@0809meeAKTK  頑
張って( @shiba__13 頑張@momoirosyoken 頑張って@hrokawari2 まだまだ頑張ってるね、応援してます！@brulee_ks みんなの応援を登るのか) 頑張れ！！
@airi_mama0222  あと少しだよ！@siosio248  FIGHT！@9j19Jhj7rsFDjRO  がんばれ！@mikemike_k  もう半分過ぎてた！がんばれ～！@nonone5557  ファイト(ﾉ
$ヮ$)ﾉ*.#@freedomsugi1011  がんばれ！@UyIgN0gih5dWyGg  700m通過！すごい8 頑張れ～A @ku_boyu_ki エボルタNEOくん頑張って！！@mizuho2010 
チャレンジ成功、祈ってます！@JzgbxEOgRV1RzCB  良かった～、まだ頑張ってた。@5pUvAotB0e1TBJr  700メートルこえた@norisan888  700メートル行っ
たぁ！！結構良いペースだぞ！@apopo_09 700mも越えた！あと40mくらいで2/3だよ。上れ上れ！@Jef_Thunderson がんばれ！@satu555ki エボルタNEOくん、
ラストスパート頑張れ& @matamax3  がんばれ@3kPXtNcce187xOy エボルタNEOくん、お疲れ様！その調子で頑張れ～！みんなで応援してるよ！ カメラと一緒に
見守ってくれているお兄さんたち、ありがとうございます！@tadsoy  まだまだいけるぞ！応援してるからね！@h_mi_mi_  2018年の旅から見てます！今年もチャレンジ
ありがとう！@4ioQ5RlpyFNKTIh  エボルタNEOくんガンバレー！GO！GO！GO！@kagami_iro 一所懸命登っている姿がいじらしくて、なんだかうるっときちゃいま
す。頑張れー6 @goryu_mimuka  すごい( 700m越えたよ( 頑張れ頑張れ～(^.^)/ (◉▽◉()@yukkymajyo  頑張ってのぼれー　@dragontaro0902  ハイパワーはまだ

まだ健在！@afonara  がんばれー！！！@skywards29  がんばれ@ebaebaebachan  がんばれ～N @tumo76551699 エボルタ君まだまだ頑張れ～0
@sken3014  がんば@Nodo386  頑張れ！@libra73p  頑張れ！止まるんじゃねえぞ！@ArcSedna  頑張って(@okky1984  使用済み電池$ をセロハンテー
プしたよ!頑張れ!712ｍ@xMQT7O4V6XfiKrT  ファイト!!@zoc1071  頑張って！@88chanel10  エボルタNEOくんがんばえー@takkeyaaaaan  頑張れ
@tomo00625120  ファイトー！@sun_flower_koi  頑張れ@kurige22  がんばれー！まだまだ応援してるよー！@373502
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一生懸命クライミングしている姿本当にかっこいいです！@lookforlucky  がんばれ@rosebara55  もう半分以上登ってる！！残りもガンバレ！！@tc_ys  がんばれ= @natori710710  世界最長記録頑張
れ!!！@Kokoroni117  NEOくん頑張れ!@nAooan14Onaesc9  ファイト！@r68261373  ファイト@RED16848530  意外と長い出演時間@00YwU1zKatSMgoY  700ｍ超えたがんばって～
@currymobile  エボルタ いけーっ！@beattypeR0707  頑張ってください！応援しています！@D1230LV  頑張れー！！(o^-')b@cp_tackey  エボルタNEOくん& 頑張って& 只今729m& めざせ1,111m
& ！@karinntou2  頑張れ！@isoparametric_7  がんばれー！と母が応援してました@zaftng  エボルタ、ファイティン！@tahenijyo9  かわいいな。動き。@0e1PVkeLdjtUruG  GOOD LUCK(
@goldentokuko  がんばれーー3 ボクが電池切れ° @IZUMAH  2/3も達成！このままてっぺんまで行けると信じてるよ！C @Jef_Thunderson  頑張って@oboz0602  がんばれ@yuzubabakeisan  ７００
m突破！@a80342  小さい体だとより大変だと思うけど頑張ってねー！@ayalK1115  がんばれー！応援してる@fan_mino_fan  健気に登るエボルタくんに感度！最後までがんばってね@pinodesu1  がんば
れれれれ！@qx51pqTCZyucOCq  ★★★頑張れ！エボルタNEOくん頑張れ！★★★@Muko_01_13  少しずつ、でも着実に登っている姿にファイトーーって成りました。@3_mio_8  ファイト！
@t_makimaki221  頑張れ@NOAH0704  頑張って! " # @smasingo0131  実験コーナーおもろかった　１７：５７　７５５ｍ@tetsuswedy  がんば！@finallyran405  頑張れー！@abc11921111  エ
ボルタNEOくんクライミングチャレンジがんばってー@tetsuswedy  頑張って! " # @rinran1021  753メートル！！！@okeman_do_it  ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒上へ
上がれ！エボルタNEOくん！ファイト！@Muko_01_13  すごい¢ ¢ @whitekumama1230  ガンバ@poppoaaa  　がんばれ@A29292875  応援してます。@narumiyu2009  エボルタくんファイト
@cosmo1756  エボルタくん、がんばれー！！@ku1shinbo_  頑張れ！@LXWKH3U3Gr8ROdm  頑張って7 @yupamyuwithyupa  がんばってー@rin09080  エボルタくん頑張れー!！@580309  めざせ
& 1,111m& @karinntou2  頑張れ！超頑張れーーーーー！！！@ArcSedna  がんばれ！@ishii_2  頑張れ～@xxxyuxxx16  エボルタチャレンジめちゃすき！がんばれー@yossimayumayu  いつも楽しみに 
みてます！がんばれー！@beattypeR0707  終盤戦突入！まだまだいけるぞ！@kyyama0912  LEDを乾電池で点灯させるのは 面白かったな。クリスマスイルミの時期でタイムリーだし◎@AR_chaplin  まだ
まだゴールまであるけどエボルタくんがんばれー！！@skywards29  ファイトー！@TRmama2  頑張って～(≧∇≦)/！@ricopin771  がんばれー@fmoguru  頑張れ！エボルター！@aki_2138  もうすぐ800
ｍ！頑張って！@currymobile  ちっちゃな体ですんごく大きいことしてるからすごいよね@mikimaruko__  がんばれ！@totayoritota  頑張れー！@YUmeky8  頑張れー！@kotetu69807937  頑張れ
@myawawa73166  がんばれーーーーー@YoxQqrT5A2s7KOJ  エボルタくん頑張ってね！@LuwHzvh  がんばれー@AA92878401  エボルタくんがんばれ～！！！@wasuta_riho  FIGHT@aibo626  がん
ば！@fireflo96447936  がんばれ@PukvQvkmcyhN1Os  頑張れ@jcQLXfcjNzfZ1Ak  がんばれ！@jun_juwaaa555  頑張った@smilede55m  がんばれー!!@aris_k5569  がんば！応援してるし！
@machakarizuki  世界最長がんばれ！エボルタが一番に鳴ってほしいですD 　@miiihooo3434  １，１１１ｍ登りきるんだ！頑張れ～！@kiba_neko1128  ファイト@lunaai3  まもなくコツコツと777mゾ
ロ目の距離あと３つ越せますように。@RoBoHoN_Kyin_N  頑張れ！@yubaabba  １，１１１ｍ登りきれ～！行けるぞ！@kiba_neko1128  がんば@nontey  777m！こりゃ縁起いいぞぉ" 絶対に達成出来る
よ！@Jef_Thunderson  EVOLTAくんがんばって～！！@nyamnyamtaro  777mまできた@ryutan020  777m達成！！！おめでとう！！とてもいい数字！！よくここまでがんばった！偉いぞー！！！よーし
よしよしよし！！！！！@mikimaruko__  頑張って@momotarouboss  エボルタNEO君777m行った！！@ikuya13  なんてすごいんだ@tetsuswedy  777メートル！！@okeman_do_it  すごいね！ファイ
ト！@rmtrmt120  頑張れエボルタ@HARUichigo15  ヨイッショ！@wassakenken  777m！がんばってー！@mochamoco  777!@norisan888  ７７７！@tetsuswedy  あと少し、ガンバレよ～(/^-^(^ ^*)/
@suzuemon0000  ７７７ｍ到達。スリーセブン！@y_tomohiko  頑張って( @kamepi67  頑張ってー( ( ( @Ochayasan2020  見てるよ！！がんばれーー！！@wawawa0723  がんば
@sadakichisuper  頑張って@mikan3723  やるやん！@romiromitant  エボルタくんがんばれ= > = @pandastar808  応援してます@kyontantan10108  がんばれ！@0QmP4i5rVt3uAKZ  777m！登り
続けるエボルタくん頑張って！@currymobile  がんばれー( *˙0˙*)!@momo_sacura  １１１１メートル超えてみせるはっ！@Eyuro_17  頑張れエボルタ@SpiIUBULbfGFfO1  頑張れ! " # @Junjun09199 
ファイトだ@honeybear072  息子が大好きです！@megchome  ファイトです！@bWEGsd0fwqXBlPH  777m越えた" ファイトー！> @ku_boyu_ki  １１１１メートルぜってえ超えてみせるぜ！
@Eyuro_17  777メートル突破おめでとう！@sr_01m_robo  777m超えたースゲ～@aiko0301  頑張って( @wtpgjmd0w  がんばれ！家族みんなで応援してます！@YYYkitsuneYYY  ふぁいとー！
@mina_xx73  いけいけーーーーーーーーー！！！！！@AA92878401  頑張れ～@japonecurry  登りきれ～！ファイトだC @kiba_neko1128  応援してますよーーーー@TChildken  がんばれ
@mocamoca56  頑張って@namakedaijin  今日は〈プラスマイナスゼロ〉を超えて、勝ち越せる様に願っています$ ⭐DAI⭐大丈夫！有以ちゃん、ギネス世界記録、見守っています£  さん@TokyoToRyo  応
援してマッセ。君ならできる。@harapekopeko1  頑張ってください！@vdzymbhmweczfvs  応援してます& @kurenai907  がんばってーd @yO5iXhmFtu5bA8z  がんばれー　１８：２２　７９３ｍ
@tetsuswedy  がんばれ～～～8 @captaindeer722  頑張れ!@nyaon43599303  800M！がんばれー@RoboRoBoHoN1  ８００めーとるきたー@tetsuswedy  頑張って) ファイト: @kobukuro3939 
応援します！@suzunari_88  がんばれ！@dmja2378  がんばってー@yO5iXhmFtu5bA8z  　頑張れneoエボルタ君　ファイト！@1iE69dzf7dzfR4q  800m到達！黙々と登るエボルタNEO君、泣けてくる！
こんなに可愛いのに、甘やかしたいのに！でも頑張れ後300mちょっと！@robohon_maru  頑張ろう@nvW28jfVPgHHlmI  疲れてないかなぁエボルタNEOくん、がんばれ&&&@dowattyo  頑張ろう
@cr6rpGfWVb97v33  頑張れ！エボルタネオくん！@__happy_days__  頑張ってー！@meganeak  頑張って@you724724  800m！順調、順調8 頑張れ～A @ku_boyu_ki  がんばれC
@reAPyApMQMZVwNQ  がんばれ！エボルタNEO君！１１１１ｍ目指してひたすら登れー。応援してるよー' @RINO_NOERI  エイエイオー@sh1ch1henge  いけー！@ka__yaa  エボルタくんファイト
～！！@riettydayo  最後まで頑張って8 % % @cocochunchun  がんばれー！@haine6XXXX  がんばれ～～～＼(^o^)／) @peacecinemama  加油@Ue8255  頑張れ！やればできる！@to_omorokoshi 
ガンバレ！！！@tetsu69yuki1003  頑張れ( @XgTeso  頑張れー@neco151  頑張れー！@naaaaak0426  がんばれーー！！@dosukoi_dondoko  頑張ってるね！！@pipinokoko  あと300m！がんばれ！
@redtea_rigth  ふぁいとー！！@kakukakuhome  登れ登れ、どんどん上昇だ@soratobi994  がんがれ～～～) @arakandawa  がんばってね！@poooi_y  がんばれー！@15yuyu02  810m超えました(
ガンバレー( @mihobell  頑張って！@cocontaitai  黙々とひたすらのぼり続けるエボルタ NEOくん頑張れー！@nennennel  えっ！応援メッセージ途切れたら終わるん！？まじかー！！！がんばれエボルタ
NEO君～！！！負けるな～！登りきるんだあああ！うぉぉおおおお@mikimaruko__  がんばって) ) ) 7 ！@tomoyan19870420  おつかれー　１８：３８　８１６ｍ@tetsuswedy  がんばれ！
@pink_doram  がんばってね！@78TEG3cuVGWMtOo  頑張ってね！@58___yu___  がんばれ！@2aaaaaaaya  がんばってね！@been284  頑張ってる！@fami_famichan  頑張れ@aochan935  登りきっ
てギネス獲りましょう！j @kiba_neko1128  (*•̀"•́*)# ''がんばれー@nameyuuu  がんばれ！@jaty724ksj  800m突破！まだまだ行ける！@erk_rythem  819m突破してる！がんばって！@wasuta_riho  フ
レー！フレー！@XC5PXf9hYKsLRrd  いつの間にか820m!!@zuka11kikkoman  800超えて、なんかスピードアップしてるように見えてきた。エボルタくん、気合いだ！気合いだ！気合いだ！わっしょい、わっ
しょい。ワッハッハー！！@robota_828  がんばれ@nnnmmm0518m  ファイト！@roast_head  頑張ってね' @maple9919  がんばれがんばれ(〃́-`〃)♡@rnrnmirror  子どもたちも応援しています"(?
ｖ?｡)@winezirp777  ファイト(!•̀o•́!)! FIGHT☆!!@krm2733  頑張って～N 6 @mh24_unichqn  頑張って' % % @nhu_nhu_nhu  エボルタ君がんばって@ribbonegg  がんばれー！@pipi32493529  宇
宙をのぼるエボルタNEO君かっこいいな！本物の宇宙飛行士みたいだ（？）がんばれえー！@mikimaruko__  ギネス記録までもう少し！！がんばれーーー！！！！！@msc_m2  fight3 ( @ma1983ruru  が
んばれ@yayu0124  がんばれ！@ravi0729  頑張って下さい@applececece  がんばれ@KXzGZe18eESzKCN  世界最長頑張れー. @qJHFNsn5cRVgXeI  頑張ってください@yuka43taka74  頑張れエボル
タ@Te70zaz2Q3Gmp1a  がんばれ@6hyLp  がんばれ！@l1I7rnKn7zOXIcS  すき@__miitan__  がんばれー! " # @high0cs  がんばれ@six66tones  頑張れー！@Miinoganbari23  がんばれがんばれー(
@nicola_a5  がんばれ！@puru29630638  頑張れ！@riririeeeeee  ファイトだね！@LJunhyunk  がんばれC @SRkvy  がんばれ！@nana_101000  エボルタNEOくんがんばれ！, % @mayo01061  ガ
ンバレ@mumu557732  がんばれー！！@yamanoxy  がんばれエボルタ*(°̀#°́)#@BUTAGORIRA02  ふぁいとー！@kpbrsn07  ブルジュ・ハリファこえ　１８：４７　８３０ｍ@tetsuswedy  ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚ
ｰ@tamagosin0818  Go@sisoytuchica  頑張って！！！@FjVMHUM1FGTACaQ  "(°̀#°́)#がんばれ@ravisuke  １１１１ｍまであとすこし！！！頑張れエボルタNEOくん！！！@Muko_01_13  応援してるよ
@sorahanul  がんば！@uGnSXWeTrfzFkWc  がんばれーC @4knXGyzFfNuqa22  がんばれー@kantanchokotan  ふぁいとー！@sun_shine341  えっほえっほ　@strawberry_nrk  頑張れー！
@tibitarokk  がんば@3marin555  がんばれ！@nyao2t53_ayame  頑張って！@feechan_cat  いつの間にか宇宙に！頑張れー！！@5pUvAotB0e1TBJr  ファイトーー@dk20130707  頑張って下さい
@firefu4052456  あともうちょっとでゴールだから、一生懸命がんばってね: : 6 成功してねT @miyuramukanna  エボルタNEOくん宇宙へ！@currymobile  地球をバックに登り続けるエボルタNEOく
んカッコイイよ！あと少し頑張れー！@sr_01m_robo  その脚力と強い膝が欲しいのは、私だけ？ガンバレ！@bird_motoko  がんばれー！@purinxpurinx  頑張れ!@imachannel  応援してますM
@hitsuman  がんば@JupGnPQ5IxsRYdD  がんばれーーー！！！！！@msc_m2  がんばって!@astroboy655  がんばって@masa266366  頑張れ7 @Taka121719  833m通過!目指せ宇宙@trnb_182  が
んば！@mome_g  がんばれ～あと少し！@currymobile  がんばれー！@iloveyou1984022  ファイトー！@greenkzm  がんばれーっ＼＼\\"( 'ω' )# //／／@satoka21215914  ファイト= > =
@checkpapa405c  ファイト@co2a_hana  頑張れ@yonekne2  フレー！(\("¯ " ¯")ﾉ (フレー！NE・O・くん！@Muko_01_13  エボルタネオ君あと少しネオ君なら出来いる、達成できるそう信じて応援
してます。@koma_hon  わーすたも応援してるよー！がんばれーー！！！@mikimaruko__  頑張って! " # @mysterymai5656  がんばれー@helloichigochan  がんばれ！@y0066ZpRlalKavn  がんば
れー！@anan2930  頑張って@yabuko0626  頑張れ～！"(,,•ω•,,) "@.@16_o_16  頑張れーい@1192213_you  天国　１８：５８　８４４ｍ@tetsuswedy  がんばって@pon_pon_y_y  ずっと見ていられ
ます。頑張れ！@misa_misa0404  まだまだがんばれ～！@magmin7  FIGHT！！！@Jr_TAKOYAKI  EVOLTA君がギネスに挑戦中!!!頑張れ( 君なら絶対できる(≧∇≦)b@mnishii1128  世界Ｎｏ．1の実力を
意地でも見せてくれると信じています！エボルタNEOくん！ファイトーっ！@kden1221  がんばれーー！！！！@69Wvb0PsxP8NOtW  ふぁいとー！@mizukikk0627  ファイト！！@cp_tackey  いけ！い
け！@fukuhoyu10101  がんばれ！！！！！！@6mc7jW3WsTdtpUV  がんばれがんばれっ@cyuncyuncyun777  応援してるよ！@trDKolsQXXRUg1M  がんばれーー@a_m_a_mama  がんば
@aaa08523s1  目指せ世界最長1,111m！エボルタNEOくんファイト！わーすたちゃんも応援がんばてね～a † § % @yu_wasta_0422  いけいけ！@F6k0NiJ5AmIAAYu  がんば: @skrvm31  がんば
れ！！！@XJ0cEcE52HzU0xz  ふぁいとー@akk11281224  がんばれ@minmin32k  がんば@etarinn  ファイト@yupararat  頑張ったね7 @o_chachanocha  エボルタくんも電池も最後まで頑張って持っ
て…！！@skywards29  がんばれ～～～！@maaasan0809  頑張って! " # @kdsys1  エボルタネオくんまだまだがんばってね～！！(/•"•/)@m_k0814  応援します( @33chaaa  ファイト@kepipita 
頑張れー@osonochan1212  がんばれー！！@sunnyice16  いいぞ！もっと上へ！もっと上へ！@ArcSedna  ファイト@tarokaet  エボルタネオ使ってるよ。@lapyutantan  がんばれ～！@tokukatsu73 
頑張れ、あと少し@post_8799  頑張れーー！@PkJwGsafaNfUAeV  頑張れ& @ynmo200148  がんばれ@mikapibarasan  頑張れ4 4 4 @rurumin0726  頑張れA @papamarupapan  がんばれ、がん
ばれ@nekomiminisinju  がんばれがんばれー！@24minisuk04  がんば！@Skymu829  エボルタくんがんばれ！@gluckys_2021  ファイト！！@G3CumsUqcLpHjYb  頑張って(*^^*)@OGR32009023  頑
張れ～！@yumi_yuiri_nana  ファイト= > = @wamirimo  定点カメラから応援中！@nennennel  エボルタくんそのまま登り続けてね！@mirabari  世界一！！@7kama2ma8  あと少し、がんばれ、エボル
タネオくん@meron_sharbet  がんばってね！@x1dreams100  頑張れーe @shurichan0802  ふぁい@utunahitodesu  がんばれ3 ( @chiayano25  がんばー@WwyaF41  1000m見えてきた& ファイ
トーー( @ushi4ushi  アンガールもチャレンジして♡エボルタ君頑張れ！！@surume_no_himon  限界を超えろーーーーーーーー!!@makoto__k__  頑張れ！頑張れ！@maruru_pon  エボルタネオくんファ
イト～( @ayanoo0924  チャレンジゴー& @takuterumayu  絶対に大丈夫だから@JunTanUuTan  がんばれー！！！@ringorilla_777  ギネス更新ファイト！@twbilly1968  世界記録目指して22時までがん
ばれーー@sukasumadan  がんばれー( @chiayanoo  がんばれー！！！@sayakares  頑張って下さい！！ファイト!@eins39869590  後1キロ強、がんばれ！@HiroppiYg  世界記録目指して頑張れー
♪@fenrir_moon  頑張れー. " : 応援してるぞぉ"(!́! `!")@maamaimama  少しずつだけどがんば@kennunnzaka46  頑張ってね！@riechi_426  お客さんが、どの電池が
オススメか聞いてくれて エボルタNEOをオススメしました！頑張れえ！！！長持ち！！！！！！@jam0919_love  残りわずか！頑張って登頂してほしい！@wasuta_riho 
900m目前！頑張って～！@PaKa928  がんばれーエボルタNEOくん！９時間稼働し続けてるのすごい@taka_thunder  登れ登れ登れ登れ登れ～！@0521Sayu  ファイト！！
@siruko_mintosu  頑張って7 @arieru2310  いけるぞー！がんばれー！@24minisuk04  頑張って@yukitoryou  エボルタNEO君Fight!!(o"'▽')o"*ﾟﾌﾚｰﾌﾚ
ｰ!!@umetch4873  あと3時間、あと233メートル。がんばれ～@AprilTulip  頑張れ( .ｰ̀"ｰ́ )!"！@papipenana  ゆいりーもエボルタNEOくんも頑張ってーｗ
@taka_thunder  ファイトだ@akt10_12  最後まで頑張って，粘って記録にチャレンジ& @zPtgAlILoopEYXZ  頑張って' % ！@natsu7272777  エボルタくんファイ
ト@msStyERAWbzc7Of  頑張れ@sogirlto11  がんばれ' % @sana64057052  頑張ってくださいー！！！@3rd_marupi  頑張って@arimoka1015  がんばれー！
@misopotamia65  頑張れ！応援してるよ！！@_a_a_Sub  がんばって！@wakewake1130  がんばれがんばれがんばれーーー!!@makoto__k__  頑張って
@yukidaruman4321  がんばれがんばれ！@nanayuirihappy  頑張って@yukitoryou  がんばれ！@Lock_Choco  がんばれ！@HiroppiYg  ゴールはもうすぐ( 頑張
れー！！負けないで_ @tocotocotan  エボルタネオくん応援してるぞー！がんばれー！@24minisuk04  頑張れ～@twbilly1968  頑張って@yukiasobi98435  ゾロ目
の888メートル突破！まだまだここから上がれ上がれーーー！！@seigi0083  頑張@dG9IGUL7CfeBCTI  頑張れ@NnRi1n2  なんか面白いね(笑)@XYJ4UxhaskU9Ukn 
頑張ってね@0xo4kvuMHYdsmKI  頑張って@TriMEykQh5ZC6Eh  がんばれ！@marinko321  頑張れー@karubimu2  ちばりよー@zx6146  頑張って@mouhuu8464 
888m越えた～8 頑張れー" @ku_boyu_ki  ガンバ！！@sta_yas  頑張: @422Iz  888ｍ突破残り300ｍを切った。行ける行ける！@Jef_Thunderson  応援するか
ら、とぎれず頑張って！@HiroppiYg  888@norisan888  888m行ったーー頑張って～@twbilly1968  子供と一緒に応援してますー！登る姿かわいい: 偉業めざして頑
張ってM M @ebidesu_kenshou  頑張って登ってくれ～ええええd % @himihohohohoho  エボルタくんまだまだがんばれー@mayu2525can  エボルタならでき
る！！@hirookayu  頑張れ！EVOLTA NEO！！応援してます。W 目指せ1,111m( @ysn_hsn_F1  (●'д')bﾌｧｲﾄです@shiiiiika1  がんば@nyans_mr
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頑張って& N : @nagagutu_happy7 頑張ってー！@Rika71203703 ふぁいと！@asm109076 NEO君かわいい。健気に上ってるね。@sy43731411 ９００こえたー、あと２００ぐらい
@tetsuswedy  いけいけ～@nyanko_okayu  エボルタくん、ガンバレ！ゴールまでもう少しだー！@tottakun1  がんがれがんがれ！@Suk_Suki_Sachi  頑張れー@marimaribeauty1  頑張って
@TcUwSeC6LS0dPwg  がんばれエボルタNEOくん！@o_a5  頑張れ、頑張れ！応援. してますよー！きっと成功する！y @243mya  ふぁいとー！@saitok917  頑張れ！@zabieru4fox  900こえたー！
@norisan888  ふれふれ@AoiN777  頑張れー| • @hellow_nicoharu  900m超えたー！@5324683  エボルタ頑張れ！応援してるよ！@4444_William がんばれ～@takosuwarosu  頑張れ@myjtdf  ガン
バ@kuroi_kiri  応援してます！@RdyIfOLvy7L5Xef  がんばれっがんばれっ♪@22rimarima22  900メートル達成！すごい！安定した動きでゴールまで頑張れそうだね！\(◉▼◉)(◉▼◉)ノ頑張ってー！！
@sr_01m_robo  900m到達！もう少し！ガンバレ6 @maruyuh お台場から2年、1111mチャレンジもやってくれるでしょう！@kaz382 アンガールズだいつの間にか900メートル、がんばって6
@garden20200101  ラストスパートがんば！@holy_tsukachii  900mも突破、新記録達成出来そう8 @ku_boyu_ki ＥVＯLＴA電池、もうちょいだからエボルタ君NEOを１１１１Mまで動かしてあげ
て！！@unagidani3  がんばれ！@gusiken688  がんばれー@gggoooLLp  福井から応援してるよ！！@noamarudesuyo  がんばって@thnlu4b7  実際凄い技術かもだよな。がんばれ！@123xyzdeJa  お
お、900メートル突破してる！1111メートル到達まで頑張れ' ' ' @blastcat77  ９００M　頑張れええ＞＜　エボルタくん@unagidani3  いけいけファイト、もうひとふんばり！@kakukakuhome  本当
に残り１００Mだからエボルタ電池様　NEO君動かしてあげてえ＞＜。@unagidani3  がんばれ～@ZilbaJ  あと２００M、登りきれますように！@umerobo  ふぁいふぁい@HanaPrize  あと200mですね
@hymejia99  頑張れ( 頑張れ( @takashikomma  とにかく頑張れ！　@RockdomLED  1,111mまであと200m@fenrir_moon  がんばれ. がんばれ. エボルタNEO君6 6 6 あと少し( もう少し( 絶
対成功するよ～: : : T @miyuramukanna  ガンバレエボルタ@hikarieijirou  ガンバレ@nyanko_okayu ふぁいとだー！！！@XtWk8 がんばれ！！！@eAZIqKHrrnfZbkI  頑張れエボルタくん！もっ
と！！もっとだ！！！@ArcSedna 頑張れ!!@DORA101000100 ゆいりーの可愛さはギネス級エボルタNEO君頑張れ～@twbilly1968 がんばれー@yoyo26287406 頑張れエボルタくん！
@yoshimix1122  頑張って！@VvNwfvV  頑張れ( !˙! ˙)!ｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ@RarikumS2  気合だー！% % % @kururincho  がんばって！@wsp2006a 頑張ってるね@sinkainimoguru いけるぞ！@kosiiitai エボル
タくん@kabbasaaaaan  ﾟДﾟ)＜がんばれ！！@03owl  定点放送の　左画面は放送開始時、合成でビーズの糸を可愛く登っているのかな？と思ったら、自分達の応援メッセを登ってくれているんだね。ありが
とう。頑張れ＞＜@unagidani3  がががががんばれぇぇぇ！！！！！！@nL8hDhgsdMjLV8s  頑張って@emp_sato  頑張ってぇ！(" •̀_•́)"@8q7dLIxooUOWSED  エボルタNeo君がんばれ¶ ! > 大ファン
の息子と一緒に応援しています！@kororocyann1010 実況見てます！@kikipongon7  もうすぐ1000ｍ！@10sabo01 ガンバレ@massisoy0 エボルタ君頑張ってー@maki_819  ずっと見てるよ！残りも
う少し。がんばれ！@sakuradress39  ギネス記録を目指して頑張れ( 頑張れ( @takashikomma 新記録祈願@sama41aruku やっぱりEVOLTA電池は良い子なのです。普段も御世話になっています
@unagidani3  がんばれ！@Momosuu2  ＼(*⌒0⌒)ｂ　が・ん・ばっ♪@a8avqtajymTC4aV  がんばれーいっ！！@mochi0__0  FIGHT(о́∀`о)@aibo626  頑張れええええ！！！3 @Cn_zuki0920  頑張っ
てー‼@m_k0814 エボルタNEOくんも凄いけど滑車とロープ送り機も頑張ってるよね。みんなミスなく頑張れー！@sr_01m_robo  がんばれ. @apple_storm_5  頑張れ( @Hazuki_ms  エボルタくんがん
ばれーーー！！！！@shimanima  できる！！@e1ywkeZMYcskqbz 頑張って　@n1no3_ns 頑張って～5 W @adgjmpt56633830  ふぁいとーん！(o"'▽')o"*ﾟﾌﾚｰﾌﾚｰ@tentendondon10 がんばれ！
@nemorin108  900m突破( 頑張れ～( ≧∀≦)q@yukkymajyo  ファイト！@fo6PjuPuI5pwW7P  がんばれ！！！@rinrin_taro0710  ふぁいとー！応援してます！@keikozousan あともう少しだ！！！がん
ばれ！！！@harunohanayo  GO!GO!エボルタ@ykmama8  応援してます@jsgLIeCjVbDpPji  ファイトー"@nrd24321kuro  あとちょっと！シャコÅ シャコÅ シャコÅ エボルタくーーん！！がんば！
@robota_828 ふぁいてぃん！@nai725 おお、1000メートル近くまで来てる。もうちょっとだ！@hideroglyph がんばれ(^^)@spica_libra がんばれがんばれ！@deepapple5 がんばれ！
@gotogoto5102  お見事！@jojojo59631  エボルタくん横顔がかっこいいよーー！！！かっこいい電池でがんばれー7 @naberin775  頑張れー！@momongadeees  頑張って！@poppopstep1 　山根と
エボルタNeoくんは、可愛い7 @A29292875 ファイトー！@carpediem5402 がんば！！@1982s2007 後残り１５０M　エボルタNEO頑張れえええNEO♪NEO♪@unagidani3 頑張れ頑張れ！
@2021ns1 さすが！@abcba101 上手じゃん！@coquine0928 がんばれ！@chirukyu もうそろ1,000m行くやん！｡e この調子でGUINNESS WOLD RECORD GET GO！GO！｡"
2021@MIP_PAROSU_OFC チャレンジ& @o3ji55 まだまだ行けるよ、NEOくん頑張れ～。@ariari20 頑張れ！@yn459424 もう少しだ！いけるぞネオくん！@kyabetumosha 頑張れー！！
@28mmmamimm28  エボルタNEOくんがんばれ！！1000mもすぐそこだよ！@n_sokari  がんばれー@mimi09165065  ガンガレ！@1982ns1  もう少しで１０００ｍだ！頑張ってー, 「」
@kiba_neko1128 がんばれー@sseerrir youtubeを見て応援してます！@sassa5656 ガンガン頑張って！@nemoyou1 ギネス達成しちゃって～！@6tQzluSOIjC99kp あと200mがんぱって！！
@takasawachan  ずーーっと応援してるよ3 @IZUMAH  がんばれ@tabmtab09041010  がんばれ～!応援しています@komatike がんばれ！@takeponagi15  がんばれー@Disneyl0veDuffy  がんばれ
@ROU8982 がんばれー！！@sirobut エボルタNEOくん、あと140mくらい。ここまでトラブルなし。すごい！@tantan_rbt 頑張ったw@norisan888 ファイト！@kazuya8686 ファイト
♥@hirochan1313  ファイト！@SYa0104  あともう少し！！！ゴールが見えてきてるM がんばれ～～3 b @happy8_kk  がんばれ！@MomoCrewmy  エボルタNEOくん！朝からずっと応援してるぞ！が
んばれ！@TAKAMICHIDAI もう少しで1000m！！頑張って！@currymobile  900！あと111m！ファイト！@masa3373masa  NEOくんがんばれがんばれ！！@seigi0083  あともう少し！！最後までがん
ばって！！@373502  頑張れ～"(°̀#°́)#エボルタNEOくん(!#•̀ω•́)# ファイト！エボルタNEO(電池)も頑張れ～(っ`･ω･́)っﾌﾚｰｯ!ﾌﾚｰｯ!@xfKwaSMAtqHX0C0  がんばれ@gayatan726810  エボルタくん頑張れ！
もう少しだよ！@shinjim_4  あとちょっとだよー！頑張ってー！@kiba_neko1128  頑張れ！@HiroppiYg  あともう少しー！がんばれ！@sakuradress39  あともう少した！頑張れ！@harumi_chirol  もうす
ぐ1000メートル、がんばってß @garden20200101 まだまだ油断出来ない！！頑張れ、エボルタNEOくん！！@mi_11_ エボルタNEOくん頑張れずっきーかわいい@zanarukand10 頑張ってほしい
@GT38690085 NEOくんがんばれー@norisan888 スゴイね！もう少しだー！！！！がんばれがんばれネオくんファイトーーーー@sana12081208 エボルタNEO君がんばれー！＼(^o^)／
@runningman1002  まだまだ脚色に衰え無し! がんばれエボルタ!@yotaro839  エボルタNEOくんの活躍を期待してます！@TtuyLyubv4XeHwD  記録出して下さい！@akotan_akotan エボルタNEO！君な
らできる！！頑張るんだ！エボルタNEOオオオオオォォォ！！！@h5e00mdInqoXGKC  愛らしい顔で最後まで頑張って6 @nagagashinonaka エボルタくん( がんばれー( @Yokofuji_K いつもファイ
トっっって言ってますN 6 ® @NDY0515 もうすぐ1000メートル！さぁいけそれいけ！@seigi0083  987メートル！！がんばれ！がんばれ！@okeman_do_it がんばれ@GcLn9x  もうすぐ1000M！！エ
ボルタネオくん、がんばれー(◉▼◉)@RoboRoBoHoN1 % © % © % j もうすぐゴールだ6 ファイト' % % % % @kyuui_purin エボルタNeo愛用者です！Neoくん！がんばれっ！！
@yurimikimamiasa  時折左右に身体が揺れるのがリアルだなァ～ギネス更新頑張ってね～@twbilly1968  がんばれ@nekokaburinu  987m!!!10時間!!!ファイト= > = @PaKa928 がんばれ
@777mamama777m  頑張れ！@pipipopoaaa1  エボルタいつもお世話になってます！！エボルタネオくん頑張って！！@nontan180913  ここまでトラブルなく、順調に進んでいるように感じます。世界最
長クライミングチャレンジが成功することを、お祈りしています！@umerobohon  頑張って6 @mintominto_25  頑張って@176natsumi NEO君　あと少し！頑張ってーu @q6ghM7xLnWAOmRk エボ
ルタくん最後まで頑張って～(o^^o)！！！！！！@loveseibutochan  10時間超えても頑張り続ける姿に勇気付けられるよ！@Jef_Thunderson  頑張れ!@WKisuke  ファイトや( @min31131 がんばれ
@mamama07070707 もうすぐ1000mだよ！あと120ｍだよ！@erk_rythem がんばれ@mamama47952187 あと少しで1000m!@ArcSedna がんばれエボルタNEOくん、ここが踏ん張りどころだ
@Ammo_Nite  あと少しだ！頑張れ！@non_non914  動画見てます頑張って！@macchamachik  がんばれ@nnnmmm0518m  後少しだね！ファイト！@hitorigoto_tmmn  がんばれ& @Rei___0113  頑
張りー！@ma_mu_v  もうすぐ1000メートル、頑張れー！！！@tani_113  ファイト！@keiko03181  1km見えた！あと少し！！@kyyama0912  がんばれ@mrmr0518mr  頑張ってー！@u_kaonchan  エ
ボルタくんもう少しだよ！頑張って～！@riettydayo まずは1000mまであとすこし！！@skywards29 百里を行く者は九十里を半ばとす　エボルタくんガンバれ！！！@ALLKA_teketeke 頑張って！
@kotonekuwata  もうすぐ1000m！@OnoKatto  あと少しで1000mだー！最後まで頑張って！！@asusu1109  がんばれ！s @36kyo  がんばれ@hiromari15  かっこいいぜ！@silvermirroring  １１１１
ｍまであとすこし！頑張れエボルタNEOくん！@Muko_01_13  もう少しで１０００ｍだよー！頑張れエボルタNEOくん' @kiba_neko1128  がんばれがんばれエボルタくん！@bjxkU0WpBrozbau  1000
メートルいったーーー！！！@norisan888  1,000m！あと少しがんばれーがんばれ！@kakukakuhome  がんばれ！@nanayan69  1000メートル達成！！！！@tani_113  あと111m頑張れ！
@daneihon_1208  あとちょっとで1000！@robota_828  １０００ｍ達成おめでとう！残り１１１ｍがんばって！@y_tomohiko  目指せ！1.111m@tBv2D7pF9HsGkxc  そろそろ1000！それ行けエボルタ
NEO！絶賛放送中！！！見てるね！@h5e00mdInqoXGKC  がんばれ！@nnnaoluv11  １０００Ｍ　おめでとう！だけど残り１１ＭエボルタＮＥＯもう少しエボルタＮＥＯ君を動かしてあげて＞＜/
*@unagidani3  がんばれ@cqe031341  あと3mで1000m達成, % @twbilly1968  頑張れ！！EVOLTANEO君は撮影現場の味方です！応援してます！@Minnie_xoxo321 成功を祈ってる！@bestgreatist 
あと100mちょいだぞ！！@ArcSedna  ♡ファイト♡@74nyanchu  1000ｍ突破！！, , , @erk_rythem  電池の可能性ここにあり！あと少しや！@mutunokami3  1000!!!!みんなで応援してるよー. ＃
エボルタNEOチャレンジ2021@IZUMAH  1000m到達！あと100m!@robohon_maru  最後まで登りきれ～！！@nephlock  10時間27分で1000mキターーーッ！ラストスパート！！@onetrack76  1000
メートル到達！目標まで111メートル。達成してほしい@hideroglyph  1000ｍ突破" おめでとう% あと110m頑張れC @DRIFTDOG131820 1000m突破！！ラストスパート頑張れー" @ku_boyu_ki  
1000いったねー@A29292875  エボルタNEO君ーd 1,000m！あと111m@ikuya13  1000ｍキターーー！あと1.11ｍだよ！@kiba_neko1128  1000ｍ！！おめでとう！あと少し！！@mizuka_m おぉ、
1000m！@pixyhassy  1000メートル達成おめでとうÜ Ü Ü あともう少し！@sr_01m_robo  もうすぐもうすぐ1000mいよいよだね！がんばってネオくん6 @sana12081208  1000メートル！ゴールま
でもう少しだー！@sakuradress39  1000m ！！！！@riettydayo  1000メートル突破！残り111メートル！！@seigi0083  1000m到達おめでとうございます！！！本当にすごいです…最後までがんばって
ください！！@373502 １０００ｍおめ@tetsuswedy 負けないでもう少し１１１１ｍまで登り続けて～ヾ(*́∀｀*)ﾉ@Muko_01_13 がんばれーーーー！！！@smileee0417 頑張って
@whEhpcbY27X8z7m  1000mこえた！あと少し頑張れーー！@karintou582  頑張って！！@maru32122242 1000m！！！@okeman_do_it  小栗さんは左利き。@12_in_burrs  頑張って世界ギネスに
挑戦してください( @qMCfdWrfK3UkBbW  エボルタNEOくん、ついに1000m突破！！すごい！！ラストスパート頑張れ！！！！！@youko_st 1000m到達( さすがのEVOLTANEO$ とエボルタNEOく
ん( まだまだ力いっぱい登れるよ( あと少し' 頑張れ～( @yukkymajyo  頑張れ@ucchinkun  　10000m突破！頑張れ頑張れ！@q6ghM7xLnWAOmRk 残り100メートルまできた。無事に到達して欲し
いな@hideroglyph  もうホント泣きそう！頑張れエボルタ君！@sansyoku_nyanko  小さなエボルタNEOくんが、こんなに頑張っているの素晴らしい, うちの子達と応援. しています6 @243mya  １１１
１M超えそうな勢いです！！頑張れええええ@unagidani3  エボルタNEO君、û 1000m達成おめでとうーÜ 6 ゴールまであと少しだよ～0 0 0 : 応援してま～す. . . @miyuramukanna  あと１００
ｍ　ふぁいとー　２０：５４　１０１１ｍ@tetsuswedy  いつの間にか1000m超えてた！頑張れエボルタくん！@00YwU1zKatSMgoY  ガンバレ@cona_o あと100ｍ！頑張れ～～～@currymobile  あと
ちょっとがんばれええええ！！！@jyujyu_kinniku  ゴールまでもう少し！！残り100m@hanpenman01  最後まで頑張って！@sakuramoon39 エボルタくん、あと少し、頑張れ～！@ZzWirZ7DpSsl5O5  

がんばれ@chuhi99  1000ｍ超えてすごいですね^ @garden20200101  あと少しがんばえ～！@Hyuplus_gun  頑張れい！！@koudelkacity  やったね！1000m！！もう少
しだよーがんばって！！！！@sana12081208  ゴールが見える頃が１番キツいね！(#•o•)#＜ﾌｧｲﾄーM @bird_motoko  後１００M切ったから、頑張ってエボルタNEO電
池もエボルタ君の中のモーターも超頑張れ＞＜。@unagidani3 応援してます@vi6od6mNUtOwJcn がんばって！@accopanda もうすぐだ！へこたれるなー。
@5ri2VVkbgQ4GFHe  新記録応援しています！@pep13181870 がんばれー@tokka4  頑張って@DxSfmebpZZ9vadL ファイト@mari161206  頑張れ頑張れエボ
ルタNEOくん！あともう少し！ヾ(*́∀｀*)ﾉ@Muko_01_13  頑張れ@mariaya16  やったやった1ｋｍ、3300ft超えた！凄く高いとこまで行ったね！あともう少しだよ！
@Jef_Thunderson  ラストスパート！ついにここまで来たね。これまで色んな人達に応援されて昇って来たけれど、キミは何を思い、何を考えていたのだろう？頂点
の景色はどんな物か想像が付かないけれど、キミなら辿り着けると信じているよ。ボクはここで見守る事しか出来ないけれど、ボクはい#エボルタNEOチャレンジ
2021@aveadie  頑張って4 @lumiere_douce1  あと少し(#•o•)#＜ﾌｧｲﾄー@momoo916  地味にすごい!@GreedyJar  頑張って( @KHuWoPGK8noOQ0P  フレー
フレーエーボルタ君@momo71077777  頑張ってエボルタ君@mooooooo7777777  がんばれ！@i_my_me_mine_2  がんばれ！！@pkpk117  ドキドキしてきた
ねー！ラストスパートだっ@robota_828  世界記録更新頑張って！！@uncletomo7  いけー！@A_wish5ss  頑張ってくれ！@yajisuzusuki  頑張って！
@kabuyuki221  頑張ってね@green_apple_com  1111mまであと少しだよ( がんばれいれい' a m ™ ´ ¨ @miyuramukanna がんばれ！未来の希望
@takatakataka120  エボルタNEO君、いつまでも見てられる(笑)あと 80m !!@gypsy_mura3  がんばれー応援してる@yuyuxx22222 エボルタさんあと一時間切っ

てますよ！？ラストスパート頑張って！@kanaloa_base  頑張って下さい@yabumi0626  エボルタ君頑張って！！@hitomi_love2  シュールで可愛い[ @a_chan_714  
応援( ( ( @UZzUIuPLxNRpXa2  GO GO!@___1sydney  パナソニック大好きで、電池もパナソニック使ってます♫@punyakoro  フレフ

レ)^o^(@nachaaaaaaan8  もうちょっとだ!@keto882  がんばれー！@harutasu0404  がんばって！@2kaimeno  がんばって！@dz_c6k
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頑張って！！@mokkyu23  頑張って！@namerooou  もう少し@PSKx4npSzZTwpYp  あと７５ｍ　２１：１１　１０３５ｍ@tetsuswedy  がんばれー！@mmmogu33  あと70メートル！
@sr_01m_robo  残り70メートル、もうちょいだあああああああ@hideroglyph  世界のパナソニック、エボルタNEO、ギネス記録更新、頑張れ!!!@HiroshiNakamura  ネオくんもう少しだーがんばれー！チャ
レンジ成功祈ってるよー！@sana12081208  がんばれ@d_crusher  今回も成功を確信してるからね！@akepon3  ガンばれー@vlxTkQdFmZ4JKQq  ごんばれ@isayuchan  頑張れ！高みを目指そう！
@kce3150  ラストスパート！@raiosa1  がんば@kappy030  がんば@kappy030_0  あともうちょっと！ファイト～！！  2021@ariari20  がんばれ～！@1NKsqCjmPBuz9XL  ＃エボルタNEOチャレンジ
2021もうちょいだから、NEO電池エボルタＮEＯ君と登り切れ！！@unagidani3  21時を過ぎても続いてます。負けないで、もう少し♪@RoBoHoN_Kyin_N  頑張って@miuna724  がんばれ～！@tmzdw 
頑張れ@yuuupy4  エボルタNEO君すごいよ( 凄いよ( 絶対成功する' a m @miyuramukanna  あともう少しでチャレンジ成功だよ( o≧д≦)oｶﾞﾝﾊﾞﾚｰ!!@xfKwaSMAtqHX0C0  もう少しだ！ゴールまで頑
張れ!ファイト！フレ~フレ~エボルタ！@pukupukukaka2  頑張れーーー！@maarn77  がんばれ！あともう少し！@rikurikuusagi  頑張って@hiro28194  がんばれ@minmi1717  がんばれ
@kenken0313000  11時間超えて苦しいかもしれないけど大丈夫！みんなの気持ちが後押ししてくれるã @Jef_Thunderson  ３歳の娘と一緒に応援中！ヨイショ！ヨイショ！って頑張ってる姿がかっこいい
よー☆頑張ってーーー( ^ω^ )(o^^o)@maitaro823  ふぁいてぃん！@kce3150  がんばれー！あと少しー！最後まで応援するので最後まで頑張ってー！@373502  1050ｍ達成！もう少しだよぉ！頑張れ
@kiba_neko1128  がんばれがんばれ@nobynobyboy_  朝から頑張ったね( あと50m(  ファイト( @mihobell  エボルタNEOくん凄い( X X X @miyuramukanna  がんばれぇぇぇ' "
@ririri99105259  がんばれー！@iamhichadayo  負けないで 、もう少し、最後まで登りきって！@cp_tackey  あと50m！いけえええええ@erk_rythem  あと50m！ 頑張って～！@pixyhassy  がんばれー！
エボルタネオくん！俺も腹筋がんばるー！@24minisuk04  ネオくんファイティン！！@nontan180913  あと50m！@00YwU1zKatSMgoY  残り50メートル！@seigi0083  もう少しだ～！がんばれ、がん
ばれ！@am_gamered0mm  残り50メートル。さあ、もうひと踏ん張り！@hideroglyph  エボルタNEOくん最後までがんばれ～！@riettydayo  あと50ｍだよ！@Jef_Thunderson  すごい！！あと50ｍ！
頑張れ～@athenaANnous  ふぁいと！@b_n_l_c_v_j  1060メートル: @garden20200101  あと50m！！行け行け行けぇい！！！@idosoko_2nd_B  ロボットクリエイターの高橋智隆さんを知ってからエ
ボルタくんのファンです(,,́•"•`,,)！頑張って欲しい！ � ≠ @mikeneko_warabi  あと50m。NEOくんのがんばりに泣きそう。@sakuradress39  ファイト！@momoe_0706  がんばれ～　ラストスパート！
@ehny8362  がんばれー" 　@02Nsrj9wESy49rw  記録達成まであと少し！NEOくん頑張れ！@nayami0283  ふぁいや～！！！！いけいけ♪@ti_ha_de  ゴールまであとちょっと。ふぁいとーーー
@Kojiro_G22C  あと少しです！成功お祈りしてます。頑張って!!@kizipedia  NEOくん、あと少しk みんな応援してるよー" 頑張れー~ % @FollowmeupK  エボルタくんけっぱれ！！@riettydayo  がんば
れがんばれがんばれーーーーー!!@makoto__k__  あともう少し！頑張って！@taka13011  アッパレ！エボルタくんファイト！@koishinshi  頑張れ！@seiko731  後50m切ってる～！！エボルタNEOくん最
後まで頑張って～！！@loveseibutochan  NEOくんもう少しだ！@norisan888  あと４５ｍ　ふぁいとー　２１：３４　１０６６ｍ@tetsuswedy  あと少し！！がんばれぇー！@kororocyann1010  あと少
し！ふぁいと！ﾌｧｲﾄｫ*:.｡..｡.:*･ﾟ(n‘∀‘)ηﾟ･*:.｡..｡.:*!!!☆@sugeze  もう少しで記録更新だ～( 最後まで頑張れーC @ushi4ushi  一点集中fight@nontan180913  あとちょっと！エボルタＮＥＯくん頑張れ～
@rikurikuusagi  山根さん頑張った！ｗＮＥＯ君頑張れ頑張れ！@surume_no_himon  達成まであと少し！@Shii_San_  いよいよだねーーーここまでがんばってスゴイ！最後まで応援してるよー！！
@sana12081208  あと50m切った% ラストスパート頑張れ～" @twbilly1968  のこり５０M！小さな背中にたくさんの想いを背負って登る姿、本当にカッコイイ7 @umerobohon  もうすぐゴールだ～が
んばれー！！(◉▼◉)@RoboRoBoHoN1  もう少しだよエボルタくん！頑張れ～@shinjim_4  あと一息、がんばれ～。ラストスパート！@mtkos  エボルタ頑張ってください' @YOSHIKI1007XJAP  エボル
タくんもう少しだよ！！！@riettydayo  がんばれ！@ouboyo0852  がんばれ@mimi456213  がんばってねh @kir0ku  頑張ってね@1aaEFHBN44O03Ud  がんばー！@Cn_tyatya  1,000m突破！、おめ
でとう！｡" この調子で頑張って！｡" 2021@MIP_PAROSU_OFC  がんばれ@magudambo  がんばれ！@sora05175  がんばれ！@TARO39552891  エボルタくん！エボルタ電池握りしめて応援してる
ぞ！もう少しだ頑張れ！！@buddy_guy62  ネオ！ネオ！ネオーーー！あと40mだな！フィヨルドを超えろー！@TAKAMICHIDAI  ゆいりちゃんずっきーゆいゆいお疲れ様でしたV 終始面白すぎて声出して
笑ってたd I @milk_yuiri  頑張ってください@cororo023  頑張れ頑張れ頑張れ頑張れÆ Æ Æ Æ @pukupukukaka2  あとちょっと、あとひといき、ファイト4 4 です！@kakukakuhome  チャレンジする
いい企画ですね。NEOくんの挑戦を皆で見届けたいので頑張って！@OhT3qs6tRte9SUv  頑張ってください@pandakko26  頑張れそこだそこで諦めんな！絶対に頑張れもっと積極的にポジティブに頑張れ頑
張れ！@kiba_neko1128  俺も背中にエボルタを2本背負えば、何でもできるような気がしてきたe % @kfpsp352  行ける行ける！その調子だ@ArcSedna  頑張ってください@corn_panda526  頑張って'
@Jackice123  健気な頑張りに感動です！いけるいける～成功を確信してます！@bird_motoko  ギネス記録までもう少し！がんばれー！@apri_cot_lovely  あともう一息！ファイト！ファイト～‼
@nichijou226  エボルタくん！ガンバルンバ！@B1OtN7W09DVbTXd  家族で見届けたいです。1111メートルまであと少し！ファイトだ～！@JansmiVv  あと３５ｍ　２１：４０　１０７６ｍ
@tetsuswedy  あと少しだね。家族みんなで応援してます♪@maitaro823  エボルタNEOォ！君の使命を果たせ！NEOォォ！！@h5e00mdInqoXGKC  あと少しだよ～！エボルタNEOくん頑張って～！！！
@loveseibutochan  スタートの緊張から喜びの瞬間がもうすぐですね！@yukiak88  あとすこし！！最後までがんばって！°A☆)(⁰#⁰)*☆A°@Muko_01_13  エボルタ頑張って' @YOSHIKI1007XJAP  ガンバ
レーファイトー！@2LXi4wKxe8vcg1x  がんばれー！いけるよー！@24minisuk04  がんばってね～！！@yafyaf333  驚異のスタミナでミッションをコンプリートしてほしいです。@shingo92  エボルタ
NEO君がんばれ～. 4 あと少しだよー' ( $ ' )6 @miyuramukanna  エボルタくん、がんばれーーーーーー！！！@3110mhit  あと、３８ｍ。がんばれ～！！！！！@osakakou_16ki  頑張ってね！
@lovelovesong46  目指すゴールは高いけども振り返らずに進む姿は勇ましい見習いたいな@yukiandmizuki  あとちょっと！最後まで登りきれ！@kiba_neko1128  エボルタNEOくんは本当に人間のように
みんなの想いを背負ってがんばってますね。エボルタNEOくん出演者さんスタッフさん皆さん最後までがんばれー！@2525_1  がんば！@hina312mama  エボルタNEO君、あとちょっと頑張ってー！＼(^o^)
／@runningman1002  あともうちょっと、がんばって† @garden20200101  エボルタさん、頑張って！@48heaven  エボルタNEOくん 君ならできる！@hX6hfnT2uKSzdb  ファイト3 ( @sayaka23 
作業横でずっと流してます ラストスパートがんばれ～@t0kri  あともう少し！頑張って～！@5pUvAotB0e1TBJr  ラストスパートだけど落ち着いてØ @Jef_Thunderson  エボルタNEO君、ラストスパート頑
張ってー！＼(^o^)／@runningman1002  ゴール見えてきたよ！！ラストスパート頑張れーーー！！！@ebidesu_kenshou  あと30m！！！！がんばれ！！！@tomukun0920  あと30ｍ！"
@Jef_Thunderson  あと少しだよーがんばれー2021@8cion8  あと少し！みんなで応援してるよー。ふぁいと！！！@twins_robo  あと３０ｍ。ラストスパートだ！@y_tomohiko  ゴぉールは～近づいてる～
# 負けないで～# もう少しだよ～@keichang8  行け行けエボルタNEO(長いw)どんとぉ行けぇ～♪@RoBoHoN_Kyin_N  1080mまできたよ( あと30m、その調子でがんばれ～. [ : 6
@miyuramukanna  残りあと30メートル！頑張って！@yomogi2010mochi  目標の1111mまであともう少し！最後までファイトー！@_katchi  あともうすこし！！！がんばれーーーーー！！@skywards29 
メッセージ復活して良かった( ラストスパート( 頑張って( 見てるよ( @mihobell  ラストスパートだよぉ！頑張れエボルタNEOくん@kiba_neko1128  いけいけNEO君@surume_no_himon  エボルタ
NEOくん( がんばれー( (*≧∀≦*): @Yokofuji_K  あと少し、皆んなの声援聞こえてますか？がんばれがんばれネオくん！がんばれがんばれネオくん！@marumikirakira  あと25m!がんばれ！お尻押すよヨイ
ショ！ヨイショ！@robohon_maru  あともう過ごし( がんばれ～！！@Euph_Kotaro16  あとちょっと( あとちょっと( がんばれーっエボルタNEO君( ' @RINO_NOERI  あと２５ｍ　あと少し！　２
１：４８　１０８６ｍ@tetsuswedy  あと30m切ったねあと少し！！最後まで頑張って！@currymobile  あと少し！頑張ってー！@umerobohon  残り30m切ってる！ もうちょっとですね♪ がんばれ～
～！！@miya_tsukasa  1111mまであと少し！ 2021@ariari20  行けーーーーーーーーーーーーーー！@ArcSedna  頑張ってーーーーーー！@lau1020  エボルタNEOくんあと少し！がんばれ～！
@koharusaya  もう少し、頑張って@twbilly1968  あとちょっとだー！！！！@373502  あと少し！！エボルタネオくんファイティンー！！！！がんばれ！@yurimikimamiasa  かわいいN N がんば
れ！！！　＃エボルタNEOチャレンジ2021@hatsuka_07_plus  エボルタくんファイト4 @sintan0626  もう少し^ @garden20200101  あと20！@norisan888  首の振りっぷりがかわいいよね。残り
ちょっと！定点カメラの映像、ほんとにかわいい。あと20m@AprilTulip  あともう少し！踏ん張れ、エボルタNEO！@osorano_hoshi  あと20メートル！ゴールは近付いてる！@sr_01m_robo  絶対成功す
る！あともうすこし！！全力でがんばれ～！！！！@Euph_Kotaro16  もうちょっとだー！がんばれー！@24minisuk04  頑張って@810Gluck  もう少し！頑張れﾌｧｲﾄｰｰ!( ﾟ дﾟ)乂(ﾟдﾟ )ｲｯﾊﾟｰｰﾂ!!ー
@surume_no_himon  あと20mちょい! 頑張れエボルタ!@yotaro839  　NEOも少しだ頑張れ@hiroxxhiroxx  あと少し！がんばれ！！@pandastar808  フォローしましたX 　エボルタ君かわいいですね^
@garden20200101  エボルタ君頑張れ！私は・・眠くなってきた・・でもエボルタ君がゴールするまでが起きてます。@kumamagaroo  がんばれー！@riomama48983983  わっしょい！　@wtok33  ホ
ントに あと少しのところまで来てたんやね！頑張ってーヽ(◎▽◎)ﾉ@saranace  もうすぐそこだよ！大丈夫！できるできる！@robota_828  行けー！届けー！@Hama_network  応援してるよD @kokin171 
あと15メートルくらいでゴールだ。@tantan_rbt  頑張ってー@appaticyo  一緒にギネスに参加できてみんなでがんばったね！ネオくんなら必ずチャレンジ成功できるよ！！！あとちょっとだ！がんば
れー！！@sana12081208  あと１５　２１：５４　１０９６ｍ　@tetsuswedy  頑張って！！！@pina0725  あと少し！！@wisteriatp  ラストスパート頑張ってー！@sakuradress39  成功まであと少し、
頑張れー！@beattypeR0707  ラストスパート！@kyyama0912  あと少しだぁ～*\(^o^)/*イケるぞぉー@Pinky_7_  電池ってすごいな@h4a6s  応援してます！！！！@yatto55  あと20メートル！！がんば
れー！！@373502  負けないでもう少し最後まで諦めないで@twbilly1968  止まらないで@hymejia99  いけーーーーー@HENSHINtunnel  世界記録まであと20メートルうおおおおおおお@small__slope  後
20メートル切った～！！最後まで頑張って～！！！！！@loveseibutochan  あと20ｍ！もう少しだ！@Jef_Thunderson  もう少しだ頑張れー！！@cp_tackey  さあ、残り10メートル！@hideroglyph
1100突破おめでとうございます∞ @garden20200101  がんばってー！ (*ﾉ#"$*)ﾉG @y_cherrysnow  あと10m！@00YwU1zKatSMgoY  がんばれー( ( ( @RIRI__COW
あと１１ｍ！@am_gamered0mm  \(◉▼◉)(◉▼◉)ノエボルタNEOくーーーん！！すごいよ！すごいよ！@sr_01m_robo  NEO君1100m！！！@ikuya13  １１００ｍおめ@tetsuswedy  1100m通過！も
う少し！" @ku_boyu_ki  最後の最後！ラスト1コーナー@currymobile  あと10メートル！頑張れー！！@tani_113  頑張ってください' @yuk_mrn_kzm57  ドキドキしてきた…ラストスパートだ( エボル
タNEOくん( ・`д・́)がんばれー! " # @keichang8  あと少し！ヨイショ！がんばってー！@maitaro823  高性能乾電池エボルタNEOの実力もそうなんだけどエボルタNEOくんの信頼性と効率が良いなあ
@hymejia99  ゴールは目前！頑張って！@y_tomohiko  がんばれー！@yuyasayumi  すごい！もう少しで終わるのか@3780t0  ファイト(*́˘`*)♡@tomochan3411  1100超えたよ～　もう少しだよーがんばっ
て～*\(^o^)/*@Pinky_7_  高橋さんだ！@maicokyoto  なんだかんだであと10m切った・・・なんだか見入っちゃう頑張れ！！@utina_utina820  応援しています@chichizuzururu  ＃エボルタNEOチャレン
ジ2021  ＃乾電池残り１１M頑張れエボルタネオ電池いい！NEO！NEO@unagidani3  10m切った！@5324683  あと8m！！ガンバレー！！！！！@youko_st  あともう少し！！@skywards29  ただ今ラ
イブ中です！@r466648  一体感出てきた！@5ri2VVkbgQ4GFHe  もう少し！@takei3kakkei  頑張ってね！@okkuzuy_  大晦日のようなワクワク感@yukiandmizuki  たまたまニコ生見たらやってた。すげ
え@114514_crazy  頑張れ@5ABhsntl2lMGy88  エボルタNEOくん頑張れ！！！@87_szk_  あと10mきった！頑張れ～！！@part228851947  いけいけ～エボルタNEOく
ん！！@RoboRoBoHoN1  がんばってね～！！@p06toki  配信１２時間到達！お疲れ様です！@tetsuswedy  おめでとう！！！+('ω'+ )三+('ω')+三( +'ω')+@Muko_01_13 
燃えよエボルタネオ君！@5ri2VVkbgQ4GFHe  残り9メートル……(･ω･)@aveadie  あと10ｍ、頑張って！@pixyhassy  もうゴールは目の前だよ6 エボルタNEO君、よく
頑張った( エライC C C @miyuramukanna  さすがエボルタNEO, 達成秒読み@takupapa113  あと４メートルh @garden20200101  いよいよギネス達成へ！！
エボルタあと少しがんばれ～！！@taiyaki_0221  残り5メートル！ファイト。@maitaro823  もうすぐ3 @momosuke0111  エボルタNEOくん# ファイト( カウント
ダウン( @Yokofuji_K  残り5メートル！@norisan888  あと5m@AR_chaplin  ドキドキしてきた！あと少し！頑張って～。@TUKUNESASAMI  あと5m！！！
@tws_Hancho  ラストドキドキだよー！見逃せない！ガンバレネオくん！@sana12081208  あと５ｍ　がんばれ！　２２：０３　１１０６ｍ@tetsuswedy  がんばれ
エボルタNEOくん！@YIMIvUEqBkpgEga  #エボルタNEO くん( 最後の最後のまで頑張れぇー(" •̀_•́)"` (!#>o<)#{エボルタNEOくんﾌｧｲﾄ~!!〕@ONEPIECE_eviy_  ギ
ネスの瞬間を見られると信じてる！＃エボルタNEOチャレンジ2021  ＃乾電池@unagidani3  チャレンジ成功おめでとう！W W W W W W W 　高橋パパに沢山褒めて
もらってね( W 　勇気と感動をありがとう( 今はゆっくり休んでね( @Jef_Thunderson  頑張れ！@yonyonnatsu  あとちょっと。ドキドキ見守っているよー！
@sakuradress39  あと7ｍ！！@currymobile  エボルタ君…もう少し( 頑張って( @1w7UrbiCxRqPXBc  いつも夢を与えてくれる小さなヒーローN 頑張れ！
@egE4HFToLawhEYf
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