
※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。

一次予選ルール

A01 A02 A03 A04

KEN Abadango DNG|kameme

すぱ シャンライ ですも ぱすたぁ

Haruki 平郎 ハレ うりむ

M&A サンマ トムラ P-

カイル やさいかきあげ 168 ちの

さとなか あゆみ マスタ〜 ズヤ

しょに みそしる やきじゃけ ナパーム

マサロトム じゃがいも ゼオン kazu

A05 A06 A07 A08

Ｔ Eim takera

クロイツ レオ りーん ニャンこ

キール あかぶち しゅーひと DT | Pazx

ふーちゃ つかさ ゆきなの ちるにっつ

リード 園風 ヌマ ろー

Toshiki Flight|BDWright きさ うる

SHIGE のほほ 議長 ラッセル

テスイカツ にのみや 黒猫白目 ギン

A09 A10 A11 A12

アイゴスキー たむしか かれ〜 やみなべ

ちげ Moori NeiN イワ

パペピア 煌めき りこん ほうれんそう

Kamiki ツムラ こう太 たけ

みずたま アポーダ ぼくじゅう ひけし

島雪 斎藤ボンバイエ やつゆう しばいぬ

空き枠① ダイコン ネオン かく

A13 A14 A15 A16

WP | Suinoko

RYO たらことり やから kept

ずーみん はんぺん たまにゃそ きみさん

ぜに まなみ グーヨン りょうが

きな粉 はる m&m メタビィー

やまだん やよい そうかる おれ

とみい NaSa マリオカート察しダッシュ しめま

おサム 空き枠② 空き枠③ handsonic

ウメブラ31　 (2018/03/21)　予選ブロック

※予選のシード割り振りは、JPRの計算方式にて行われます。

　・総当たり1本先取の上位3名が本戦に通過します。

前半ブロック (3/21 11:00～)

ライト / Raito

コメ / Kome

BAフト / bAhuto ザクレイ / Zackray ぱせりまん / Paseriman れあ / Lea

抹茶 / Matcha そめ / Some きしゃ / Kisha



B01 B02 B03 B04

DNG|Nietono つじ

あいば ニコリン とっしー

さたう ばんくー Daiki あんころ

Lk りーた サムスアラン ぱーぷる

なぎーぬ かくぱん このくるる みどるん

スパーク なはとん Dr.s

UD せそそぢ ツバサ ほーずき

ルーン どんちき ほりけん Cyan

B05 B06 B07 B08

shky Rain

ホビット gain シキ たいがー

まぎこ れもん さんぺ てっぺい

はるヨシ れしぃく ゆらり Qoo

たらすぱ みち ぴっくん ピクリン酸

ヤデラ 雪山 ゆき ろっこん

マネギ げんりゅ JOE

空き枠④ 空き枠⑤ 空き枠⑥ てんぷら

B09 B10 B11 B12

Shogun towa

らっち〜 かっぱまき ブルード もな

そも ニャハ オムナオト カルラ

リテイル よしのかみー えるめす ラビ

カプリ Majora 宇和ﾅﾆｺﾚｲ ぐるぐると

eichi ジョウト リン ミカヤ

ハリー でこぽん あっくん コウ

ぎどん ダスト Fireboy ハヤト。

B13 B14 B15 B16

Umeki ikep FILIP

taranito ラッツ けーや ジル

ヤギのお兄さん RAXA アリカ TKM

らすぅ 瀬戸工事 harvest Litany

クロノ もしもし ひゃくはち コロンビア

さよ ズズバ ぺがつも Pon

黒秋 ヤンぶー ヴェント かもたけ

やどっくす たいほう 空き枠⑦ ライノー

後半ブロック (3/21 12:00～)

ちょこ / Choco あーす / Earth

ひられば7

Sy(シィ)

クロ / Kuro シュウ / Shu

英語/Eigo

真央 / Mao ゆず / Yuzu

がくと / Gackt


	メモ

