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一次予選ブロック

A01 A02 A03 A04

Daiki shky たつつよ Shogun 

ブイズずき ジル くそでぶ ひゅったー

ホビット ぱすたぁ チャートやつ なゆ

ぴかっち たいやき かろえぐ キミさん

平郎 やどっくす まさやん げんそうきょう

かれ～ ウルフル Alex あまみや

くろおび スパソウル ヌマ ごりえき

たまご もな ばっさー 春日

A05 A06 A07 A08

ぱせりまん 胡麻麦茶 サウザー

あくしゅう ナガイモ やみなべ けんたろス

マサロトム ドル おじぃ M2_KENTO

みずたま もふこん ウホ NaSa 

Lv.1 N.A.2.S. ぐんぐにる

あやめ ぶるじょわー ベストヘルシーかわた 

ねるるねる ユキ まと ゆっくりまぎこ

める れうみな 満足 リリーゼ

A09 A10 A11 A12

だいのすけ ちゃんしゅ

キリハラ たむしか けんけんぱ ロツク

サイヤ じーえぬ シュート 川神

ふじたグミフィッシュ たまにゃそ ザックマ ハレ

ちいたな あぶ さたぁん。 DoubleA

てくと おれんし ぴーさく Yura

とっしー クーゴン みやした いるたんぽ

トドーマン みらい ロイド ゆーき

A13 A14 A15 A16

カルラ まさし きこ えだ

シキ ケイ mow

あきら ラッツ おれ イザナミ

きんぐ おののっくす ルナ えいと

isana オキシ gain アオ

TiagZ さいん m&m ななばん

しゃわ なごし レイム マイミー

はげ ねりけし 抹茶 みど

ウメブラSAT (2016 8/20,8/21)　予選割り振り

予選免除（Best96トーナメントから参戦）

かめむし / Kamemushi

つー / Tsu- なすび / Nasubi

らない / Ranai ちょこ / Choco ひかり / Hikari かっぱまき / Kappamaki

よっシィ / YOC

あーす / Earth きぃ / Kie ハヤト。 / Hayato. マンガリッツァ♀ / Mangalitsa♀

たいへいた / Taiheita ゆい / Yui ブルード / Brood

ゆず / Yuzu あとりえ / Atelier

シグマ / Sigma ふわ / Fuwa クロ / Kuro

古森霧 / Komorikiri リーマ / Ri-ma ニャンこ / Nyanko

ピチ / Pichi そんぐん / Songn おいしいとうふ / Oishiitohu

きしゃ / Kisha かけら / Kakera

しゅーとん / Shuton ライト / Raito たけら / Takera

　※8人総当たりの上位4名が2次予選に通過します　2次予選以降の詳細はsmash.ggにて公開予定です

前半ブロック (8/20 11:00～)

SHIG | しみたけ

Anotherせそそぢ

SHIG | シャドウ

SHIG | あいば ゆりAIR

P－＠プリン



B01 B02 B03 B04

シュウ がくと 真央

あこ うぇす めぐろ やから

Qoo ぽん しゆが すけこっこ

あほーどり 煌めき ましら 手紙屋

勘左衛門 がわのー あかね エギル

アーク エリオット いなし Ｕ 

ほのドラ ばるかん かく ぽるんが

ミゼロ ばんくー しあん めんま

B05 B06 B07 B08

リュウジ そめ らっち～

なりなり ざき すぱ

ぐるみあ 羽耗布団 きさ ハチャッピー

セツルン SHIG | JUN 

あかぶち So tanden あやりん

おぐぐ こねまる アイス えすかぺ

チキン はたけけ こーらる

森野ﾗﾌﾞ ふなお めちゃくちゃ強い女 トシキ

B09 B10 B11 B12

おんぷ エッジ クロイツ ライトニングいがらし

よっちゃん Lickey★ しゅーひと

きよすく サレナ ぬくぬく ズズバ

ほえるおー 宇和ﾅﾆｺﾚｲ 多岐にヴァたる さんぺ

おでん さゆりんご あらも～ど オクト

はかなり しまじろう ケイソン にぼし

もりお ぴかそ しゅごしゅぎ ふーらん

りーん みけねこ リト マルコス

B13 B14 B15 B16

オムナオト てっぺい レオ ぎんこ

ニャハ キシル れあ ロム

ひろ いそたく Haruki ふぁいてぃー

だるじ ランベル Yuto くさりかたびら

あーく えるふぃん あげはさま

SAI じょーすたー かんな あっくん

ぷりん すいのこ クダラ エミヤ

まさうち やまだん 箱 けろん

後半ブロック (8/20 12:30～)

bAフト

Z～たん

chasoニキ

SHIG｜にのみや Dr.えるめす

スマブラ56

エル/el

Rakkyoウ


	メモ

