
予選ルール

A01 A02 A03 A04

KEN DNG | Kameme

bt.yamato ひーらぎ Lc 抹茶

Evil Seso アーク かく

アリカ げうん たらこ しゅーひと

ヌマ しゅごしゅぎ ぷにを 千歳

パラガス たらことり ミーちゃん ポルンガ

議長 リリーゼ ヤギのお兄さん みずたま

A05 A06 A07 A08

T

たむしか

こにたん M&A assault

とみい あほーどり チャートやつ キシル

はるま けんたろス なはとん きな粉

ぽうる ふぃねっくす ぼろかい ばんくー メタビィー

メロンパン ぺけ＋ ロム

A09 A10 A11 A12

Rain

ざき

えん Moori あお m&m

ガブリアス てっぺい かもたけ ごきぶりん

たいやき ニコリン キスケ ハレ

ネオン もな ぴょん みそかつ

川口 勘左衛門 るるよ やまだん

A13 A14 A15 A16

taranito kept

きみさん いけーだ オルト Radirgy

タコマン ハチャッピー さく きこ

ぴかそ ひよぐん なつき

レンチ りーん ルミア バル

煌めき ルス 汰侑 太郎 安瀬雄大

ウメブラ27 (2017/7/1)　予選割り振り

　7人総当たり1本先取の上位3名が本線に通過します。

前半ブロック (7/1 11:00～)

ちょこ / Choco あーす / Earth

Rakkyoウ

つー / Tsu- ライト / Raito ふわ / Fuwa

ホビット / Hobbit ひられば7 / Hirareba7 おんぷ / Onpu

SHIG | にのみや

平郎 / Halo

きしゃ / Kisha ゆず / Yuzu リーマ / Ri-ma

シキ / Shiki ぱせりまん / Paseriman がくと / Gakuto

そめ / Some ぱる / Paru

かっぱまき / KaPMk ジル / Jill ブルード / Brood けーや / Ke-ya

ベータαγ



B01 B02 B03 B04

SHIG | 9B LG | Abadango

あるくぅ ロツク Daiki

たいがー pick あかぶち

SwavyB とも カイオーガ イワ

ザクレイ ほりけん ドラサキ きさ

すぱ みくろ ふぁいてぃー にぃ

やさいかきあげ レック ほも マサロトム

B05 B06 B07 B08

DNG | Nietono

// 4BR | Jucchan ＠おれ イザナミ

うすた AIR ズヤ サレナ

かしぃ Vitality たすく ノウェ

カルラ しょに はずれ 宇和ﾅﾆｺﾚｲ

ほーずき よしあき やどっくす 多岐にヴァたる

B09 B10 B11 B12

FILIP Eim OCEAN

Ryogi

mow gain Haruki

こねこや きっちゃん Wave maa

つかさ さたう エビタソ TKM

はんぺん そうかる くろおび あらも〜ど

ふーちゃ ぶーるーば ヒバリ はるヨシ

B13 B14 B15 B16

マンガリッツァ♀

shky

イーリ SHIGE DON オムナオト

しぇあ コクトー エル カイ

ナチュラル シャンライ ズズバ クロイツ

べいす ニャハ ペンギン さんぺ

レオ 蔵屋敷たかじん ぼるしち

後半ブロック (7/1 12:00～)

キリハラ / Kirihara エッジ / Edge

やみなべ / Yaminabe

Pー

ピチ / Pichi クロ / Kuro たけら / takera

あいば / Aiba ラッツ / Rattsu あげはさま / Agehasama シュウ / Shu

うめき / Umeki

bAフト / bAhuto とっしー / Tosshi つ～ / Tsu~

9もるん

ニャンこ / Nyanko すいのこ / Suinoko れあ / Lea

そんぐん / Songn 真央 / Mao れぽ / Repo

星野源-恋


	メモ

