
※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。

　大会一週間前までの海外大会とウメブラスマバトの結果を複合して行います。 

予選ルール

KEN Rain

LG | Abadango Shogun

FILIP

T

DNG | Nietono shky

DNG | Kameme

RSZ | Umeki

Eim

A01 A02 A03 A04

Lickey★

スカーレット gain タコマン

たいほう NeiN ありえす らーじゃん

ふーちゃ UD さたう りこん

ぶーるーば アンチョビ てつ ロボよわ

一ノ瀬 うりむ はる ろー

空き枠① がおちゃお レオ 宇和ﾅﾆｺﾚｲ

A05 A06 A07 A08

Daiki

that SHIGE M&A

uryu ごまあぶら きんぐ RYO

Zon ダイコン ばべる あっくん

きみさん たらすぱ はんぺん かく

シェイキーベンクス でこぽん めたる れーと

となり マサロトム ゆきなの

A09 A10 A11 A12

Ment しょに kz

イワ Riar そうかる

カイル たいやき なはとん

コロンビア ちきん ぜに ハレ

とり にぼし まぎこ

むねキン 信者 ラッセル ゆう

A13 A14 A15 A16

抹茶ん。 ひーらぎ シャンライ MK | Mona

アーク おたんこなす Scarhi ・・・はい

おぎゃわ ザクレイ キスケ Lk

おしお たらことり きな粉 アリカ

シータ ペンギン たまにゃそ ほうれんそう

ズズバ るなるな トシキ れおぱれす

ぴっくん 島雪 とみい んんん

ウメブラ30 (2017/11/18)　予選割り振り

※予選のシード割り振りは、JPRのポイントと、

　・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）

ブルード / Brood エス / Es

シュウ / Shu 真央 / Mao

ちょこ / Choco つー / Tsu- ゆず / Yuzu

キリハラ / Kirihara クロ / Kuro ニャンこ / Nyanko

あーす / Earth そめ / Some

ピチ / Pichi がくと / Gakuto ジル / Jill

ライト / Raito たけら / takera ぱせりまん / Paseriman

bAフト / bAhuto きしゃ / Kisha けーや / Ke-ya

前半ブロック (11/18 11:00～)

れあ / Lea とっしー / Tosshi すいのこ / Suinoko

r（あーる）

やみなべ / Yaminabe クロイツ / Kuroitsu すけこっこ / Sukekokko

Pー

中Kかしゆか

シキ / Shiki ラッツ / Rattsu ホビット / Hobbit あいば / Aiba

Rakkyoウ

すぱ / Supa

エル / el

みそしる（169）



B01 B02 B03 B04

kept taranito

Moori azmo Dan rabu

OKD Lead コウ ニャハ

くろおび ProtoBanham こぶウィッチ ヌマ

サンマ ちゃんゆう ズヤ ひろぽん

やまだん にく たらこ やさいかきあげ

空き枠② べいす ふくさん 星のカービィ無料 

B05 B06 B07 B08

Haruki Luigio the Luigi JOKER TKM

あましろ かいｒ Sion チェリオ

あゆみ ゲイル ぱらお

かいデデデ ヤンセン ばんくー

ヤギのお兄さん ちの レプリカ みそかつ

りーん ぱなむ リト

B09 B10 B11 B12

あこ

きさ Eigo あかぶち DainsleiF

ざくろ オムナオト あれん VAL

たけぼ キール きんてろ

ぴょん じょーすたー こじろーね そり

むむむ ぺけ＋ てっぺい はるヨシ

れりーふ ろっきぃ 原初の竜使い 闇有線クビツループ

B13 B14 B15 B16

ライトニングいがらし ぱすたぁ ニコリン

スミス m&m おサム かぶれら

ずーみん あらも〜ど おだやか ザックマ

つかさ ごりえき ギン ぽん

はとぽっぽ とっと グーヨン ほーずき

みずたま へろー ななかまど みやした

よしのかみー ルス れなちゃん 園風

後半ブロック (11/18 12:00～)

かっぱまき / KaPMk きよすく / Kiosk

たむしか / Tamushika そんぐん / Songn らっち～ / Rachi~ ロツク / Rotsuku

みそしる（191）

さんぺ / Sanpe

平郎 / Halo

ひられば7 / Hirareba7 こんぱくと / Compact おんぷ / Onpu

キシル / Kishiru

やから / Yakara


	メモ

