
※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 T

LG | Abadango

Rain FILIP

Shogun

DNG | Kameme Eim

shky

RSZ | Umeki

DNG | Nietono

A01 A02 A03 A04

OCEAN

84 アオ James Copulos イワ

SHIGE おサム ギン だるま

TKM ささがわ コウ チョータロー

ザックマ 宇和ﾅﾆｺﾚｲ そも ななかまど

ズズバ 空き枠② なっぱ ライトニングいがらし

空き枠① 空き枠⑩ ネオン リード

A05 A06 A07 A08

kept Lv.1 Daiki

たかつき あゆみ dexie Moori

たらことり しゅごしゅぎ OKD mow

てっぺい しゅーひと サムスアラン おばりん

ふぁいてぃー ターナー ふなお ザクレイ

ぷに ツバサ ほうれんそう ヌマ

雪山 ひなを 空き枠⑤ りこん

A09 A10 A11 A12

MK | Mona Luigio m&m かしぃ

くろおび you.m きみさん

ゲイル ちげちげ Zon なはとん

そうかる ぴょん かく ニキ

はるま れもん にく ぽん

ぴっくん 空き枠⑥ れんゆっくり 田中創世記

A13 A14 A15 A16

シャンライ

ずーみん Yocheeky Chunko アーク Haruki

ニャハ オムナオト uryu

ばべる たまにゃそ とみい あらも〜ど

マスタ〜 つかさ はるヨシ べじこ

メタビィー 園風 ゆきなの

議長 やるお 空き枠⑦ 島雪

ウメブラ29 (2017/10/28)　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）

ましゃ / Masha ゆず / Yuzu

あーす / Earth ブルード / Brood クロ / Kuro

キリハラ / Kirihara よっシィ / YOC

ちょこ / Choco きしゃ / Kisha ニャンこ / Nyanko

がくと / Gakuto エス / Es

ライト / Raito たけら / takera ふわ / Fuwa

つー / Tsu- bAフト / bAhuto れあ / Lea

シュウ / Shu そめ / Some かっぱまき / KaPMk

前半ブロック (10/28 11:00～)

けーや / Ke-ya ぱせりまん / Paseriman 真央 / Mao

まっつん / Mattun

けんけんぱ / Kenkenpa クロイツ / Kuroitsu ラッツ / Rattsu たむしか / Tamushika

Rakkyoウ

あるくぅ / Arc 平郎 / Halo さんぺ / Sanpe

エル / el

みく@みっちゃん



B01 B02 B03 B04

taranito

Enzo だいゆー Wave かにたま

JOKER あぎろう さたう

あかおに やきじゃけ おおやぶ サンマ

タコマン リト カルラ たいがー

（名前未定） 橘一真 キスケ ニコリン

空き枠③ 空き枠④ ひぐらし もろこし

B05 B06 B07 B08

いらま gain kogunika M&A

きこ アレン きな粉 あっくん

ぜに なつき ばんくー きつかわ

ハレ ふーちゃ ぺがつも しょに

べいす るいか ほーずき レオ

空き枠⑧ 信者 煌めき 川口

B09 B10 B11 B12

bt.yamato

Elias Kuro_Ken ぱーぷる NaSa

あかぶち ひーらぎ たらこ

アツシ きんてろ ほりけん トムラ

こじろー つじさと まむる ぱなむ

トシキ はんぺん めちゃくちゃ強い女 ぽんかお

ランヴィル ぷにを 千歳 空き枠⑪

B13 B14 B15 B16

抹茶ん。 

イーリ うりむ NeiN あだち

すぱ キジマ オキクルミ

つもりん すけ でこぽん ひらかす

マサロトム たいつ ブロントさん みずたま

むねキン たいやき ラッセル やさいかきあげ

ルス 船水ヒロ 空き枠⑨ ろー

後半ブロック (10/28 12:00～)

ジル / Jill とっしー / Tosshi マンガリッツァ♀ / Mangalitza♀

ベータαγ

すいのこ / Suinoko そんぐん / Songn らっち～ / Rachi~ ロツク / Rotsuku

シキ / Shiki ひられば7 / Hirareba7 ホビット / Hobbit

Pー

やみなべ / Yaminabe やから / Yakara キシル / Kishiru

SHIG | にのみや


	メモ

