
予選ルール

A01 A02 A03 A04

KEN T shky RSZ | Umeki

lc 抹茶 ぱすたぁ あるくぅ

さしす TKM ぱせりまん てっぺい

えすかぺ かけら さたう しょに

ゾン ホビット おサム アンチョビ

えるふぃん はらせん Ryan

もめん エス おざ ぱん

空き枠① ねる ダーマ せんめん

A05 A06 A07 A08

ニャンこ きしゃ ゆず 真央

しゅーひと gain かっぱまき ニャハ

きこ ちバ さんぺ

イザナミ ハチャッピー ルス たけちい

m&m Radirgy めちゃくちゃ強い女 ぽっぽ

ぴこえいち AIR ガノンドロフ かるぱす

てりやきウンコまん ゲール がわのー たいほう

ねいす ゆーさむ lain れぽ

A09 A10 A11 A12

ピチ Shogun たむしか シュウ

ぶーるーば けんけんぱ ネオン ぽん

やきじゃけ ねねね。 ぼくじゅう きな粉

じょーすたー トシキ たらこ あらも〜ど 

やさいかきあげ きみさん ちいたな くろうさ

じょにき ばっさぁ てぃんくる 溺死

みずたま ぷりん オードリー春日 えーる

やまだん はるヨシ 空き枠④ Poulos

A13 A14 A15 A16

ボキンちゃん シキ ゆい ロツク

ひのとも ギガバス ブロントさん がくと

ふぁいてぃー ラッツ 平郎 mow

宇和ﾅﾆｺﾚｲ やるお ぴかっち ブイズずき

ひゅったー 城 かいデデデ ほも

右京 しらたき ノリフミ ほえるおー

セブン ああざき ごりえき Xinergy

もっくん ふじたグミフィッシュ デルタ とかげのひと

第26回ウメブラ (2017 3/20)　予選割り振り

　8人ダブルエリミトーナメントの上位3名（勝者側1名敗者側2名）が本線に通過します。

前半ブロック (3/20 11:00～)

P－

SHIG｜にのみや



B01 B02 B03 B04

ikep リュウジ Rain ライト

Eim カルラ bt.yamato そんぐん

たいへいた ・・・はい つ～ やから

ツチノコ レオ まよ

らせん ひよこ軍師 あこ クロスいがらし

アイゴスキー クーゴン りんご あほーどり

トムラ RYO ヒバリ イーリ

空き枠② 空き枠③ 勘左衛門 船水ヒロ

B05 B06 B07 B08

DNG | Nietono れあ ジル

taranito けんたろス リト やみなべ

かいｒ ひーらぎ かもん ドラサキ

なゆ よぞら ザクレイ

Lv.1 まむる かくぱん タツヤ

やっしー Patrick Herbert ライ なはとん

もつなべ Qoo 手紙屋 キシル

スーシィ やどっくす NaSa なっぱ

B09 B10 B11 B12

クロ Ryogi そめ とっしー

ズズバ 杉田玄白 たらことり ニコリン

ぷにを 信者 オムナオト よっシィ

ぴょん たけら HeavySmoker まぎこ

ミーちゃん きさ はちゅたいがー 幻子（幻想郷）

しゅごしゅぎ ゼオン Scarhi オキクルミ

TG Ollie あかぶち スプラタスト げんりゅ

空き枠⑥ BASTER きよもと OKD

B13 B14 B15 B16

けーや クロイツ kept たいがー

アーク Daiki ヤギのお兄さん

はんぺん すぱ マサロトム むねキン

アリカ コーピー たまにゃそ ゼノン

シグマ カナダ もろこし 煌めき

ぺけ＋ イワ きんぐ ろーず 

168 SHIGE Biglink ぼっち

空き枠⑤ えいたん じーえぬ べいす

後半ブロック (3/20 12:00～)

前蔵KC

bAフト

chasoニキ

SHIG | あいば


	メモ

