
※予選グループ別で受付をしますので、迅速に受付できるよう確認をお願いします。

予選ルール

KEN

RSZ | Umeki

taranito

FILIP

T Rain shky

DNG | Nietono Eim

Shogun

A01 A02 A03 A04

Daiki ロツク

168 you.m キシル RYO

YaKa. そも きな粉 きつかわ

エルス たらことり たぴー とみい

がみ ナチュラル てっぺい マサロトム

ニャハ ぶーるーば ヨベ まっきんりい

空き枠① 空き枠② 空き枠③ 河本竜弥

A05 A06 A07 A08

ネオン けんたろス AIR

かいｒ エビタソ Lk Yocheeky chunko

ニコリン たいつ Riar あかぶち

はるま ちきん ズズバ しょに

よしあき チョータロー ふーちゃ

るいか マンダ やから べいす

原田 もしもし 船水ヒロ ろー

A09 A10 A11 A12

OKD あましろ キジマ うりむ

あやりん ギン シャドウ くき

おサム スカーレット つかさ じゃがいも

ちげ たまご はんぺん せそそぢ

トムラ ちの ぽん なゆ

ぱーぷる にゃんしょ〜 モカ めそ

モンキー 英知 よこ 介護スターホックス

A13 A14 A15 A16

Patrick Herbert Tron Scarhi TNS かく

あほーどり カスム ありえす コーピー

そうかる きっちゃん ゾン シーマン

にん スー ドラサキ ほも

ばんくー ひゃくはち やまだん みずたま

まぎこ もろこし らっち〜 ミーちゃん

水民 島雪 宇和ﾅﾆｺﾚｲ 川口

ウメブラ28 (2017/8/12)　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。

　・シード上位の32名は予選免除です。

予選免除（128名の本戦トーナメントから）

たけら / takera そめ / Some 真央 / Mao

キリハラ / Kirihara きしゃ / Kisha ニャンこ / Nyanko そんぐん / Songn

あーす / Earth エス / Es かっぱまき / KaPMk

ちょこ / Choco ゆず / Yuzu がくと / Gakuto

つー / Tsu- れあ / Lea とっしー / Tosshi

ぱせりまん / Paseriman

たつつよ / Tatsutsuyo bAフト / bAhuto

ハヤト。 / Hayato. ブルード / Brood シュウ / Shu

前半ブロック (8/12 11:00～)

ひられば7 / Hirareba7 やみなべ / Yaminabe

アイゴスキー / Aygoski

ベータαγ



B01 B02 B03 B04

抹茶 ひーらぎ けんけんぱ

gain コロンビア オムナオト SHIGE

うさぎどん ジョウト すぱ エル

ぴっくん たいほう たまにゃそ こう太

メタビィー ヒバリ まと ざくろ

ロイド ヤギのお兄さん やるお ヌマ

空き枠① 空き枠② 空き枠③ はりゅ

B05 B06 B07 B08

クロイツ Radirgy うばまろ

イヤスティモ きこ TAKA カルラ

がわのー きさ ufo さんぺ

キール しめま あらも〜ど トシキ

ずーみん バル あーたん ひよぐん

ドラネコ みち ささぱん フクロ

もふこん レオ みくろ みきたろう

B09 B10 B11 B12

オキクルミ ああざき mow kazu

おぐぐ シャンライ Luigio01

さたう ぱなむ T.JACK うんばぼ

パケ ぴかそ アーク おしお

ふぁいてぃー ブレア ヴェント グーヨン

ほうれんそう マネギ ツバサ トドーマン

りーた リード れもん 煌めき

B13 B14 B15 B16

Joker Maa m&m アポーダ

Moori Wave クーゴン

アリカ アレン サンマ ザクレイ

たらこ ハチャッピー でんと チェリオ

やさいかきあげ ぴかっち なはとん ツブダカ

れも ぴょん ぺけ＋ トルロ

野菜スティック ラブゴリラ 平山和輝 はる

後半ブロック (8/12 12:00～)

ホビット / Hobbit

平郎 / Halo

Rakkyoウ

Pー


	メモ

