
※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

KEN ikep Rain

Shogun

Abadango

Eim

DNG | Kameme

HIKARU

DNG | Nietono T Lickey★

A01 A02 A03 A04

Kept

ひーらぎ アーク ヤギのお兄さん

Double A Battery おれ Yocheeky Chunko SHIGE

おくさん ギガバス あやめ クロスいがらし

せそそぢ ギン イワ ヌマ

チャートやつ べいす たらすぱ ゆきなの

とみい 勘左衛門 ぱらお 雅

空き枠① 空き枠③ 空き枠⑤ 空き枠⑦

A05 A06 A07 A08

RSZ | Umeki

ハレ m&m RYO

・・・はい Exo Zon

Lead つかさ うりゅー きょうか

ShiNe ぼるぐ ニコリン きんぐ

TKM まぎこ ヤンぶー てっぺい

かるぴす やまだん リト ネオン

かんな 島雪 りーた やるお

A09 A10 A11 A12

DIO

マジンガー ばんくー キール ライトニングいがらし

Laki tute Haruki

カルラ かいｒ きこ

きんてろ がわのー ザックマ キスケ

ドク しゅーひと しゅん サト

ニャハ もつなべ ぱーぷる となり

川口 れもん やさいかきあげ ぽん

A13 A14 A15 A16

taranito Ryogi

Daiki

おののっくす 84g NeiN

きみさん かいデデデ うる

グーヨン グラフィティ YB とっと

そうかる ちげ おサム フクロ

トシキ ほりけん まくらうど まだる

りこん らーじゃん レック むむむ

ウメブラTAT (2017/12/23)　1次予選割り振り

※予選のシード割り振りは、JPRのポイントと、

　大会1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。 

　・8人総当たり1本先取の上位1名が本戦に通過し、上位2～4位の3名が2次予選に通過します。

　・シード上位の32名は1次予選2次予選免除です。

予選免除（96名の本戦トーナメントから）

コメ / Kome

ちょこ / Choco キリハラ / Kirihara リーマ / Ri-ma

bAフト / bAhuto たけら / takera ハヤト。 / Hayato.

しゅーとん / Shuton つー / Tsu- れあ / Lea クロ / Kuro

あーす / Earth 真央 / Mao ゆず / Yuzu

ピチ / Pichi ふわ / Fuwa 抹茶 / Matcha

ライト / Raito マンガリッツァ♀ / Mangalitza♀ ジル / Jill

シュウ / Shu

前半ブロック (12/23 11:00～)

きしゃ / Kisha がくと / Gakuto ニャンこ / Nyanko

すぱ / Supa

ラッツ / Rattsu ざき / Zaki やから / Yakara

だいのすけ / Dainosuke

SHIG | にのみや

ぱせりまん / Paseriman たむしか / Tamushika ぱすたぁ / Pastar

エル / el

Rakkyoウ

けーや / Ke-ya ぎんこ / Ginko

あいば / Aiba シキ / Shiki クロイツ / Kuroitsu
Pー

H×H最速攻略



B01 B02 B03 B04

FILIP shky

T.JACK へろー

AR あっくん Kanon あらも〜ど

mow コミット Mono いーよー

チーズフォンデュ サワーズ コウ じーえぬ

トムラ ツバサ スイレソ フロスト

一ノ瀬 にける なはとん 凛音

空き枠② 空き枠④ 空き枠⑥ 空き枠⑧

B05 B06 B07 B08

Lagnel

きさ たいがー さたう bt.yamato

JOKER OKD AT あんころ

うりむ RAXA あましろ うさぎのおすし

えるめす コロンビア なっぱ オムナオト

キジマ ふくさん はる ケイ

ずーみん みずたま ほーずき るーべす

ななせ らぢお やきじゃけ 夜一

B09 B10 B11 B12

かぁびす たらことり gain あこ

Moori かく Jucchan Kuro_Ken

あかぶち くろおび たけちい まっきんりい

あやりん タコマン みそしる ラッセル

しゅごしゅぎ たけぼ みやした りどりぃ

たいほう ミーちゃん れおぱれす

白銀（はくぎん） ろー 信者 多岐にヴァたる

B13 B14 B15 B16

Lv.1

かめちゃん

Shakey Banks Eigo うさぎ Awsumyo

ケロ かなぶんさん えりお アリカ

ことモク クロエ たまご ヴェント

ごまあぶら たまにゃそ なゆ かみった

はるヨシ もろこし のほほ なんふく

レオ やどっくす ぴっくん よこ

後半ブロック (12/23 12:50～)

ブルード / Brood そめ / Some
さんぺ / Sanpe キシル / Kishiru

こんぱくと / Compact よっシィ / YOC ザクレイ / Zackray

たつつよ / Tatsutsuyo やみなべ / Yaminabe そも / Somo もな / Mona

平郎 / Halo

とっしー / Tosshi そんぐん / Songn きよすく / Kiosk

おんぷ / Onpu らっち～ / Rachi~ ひられば7 / Hirareba7


	メモ

