
予選ルール

A01 A02 A03 A04

KEN あーす ちょこ HIKARU

しゅーひと Eim ボキンちゃん シュウ

てっぺい たまにゃそ やから bt.yamato 

にこまる じょにき いずぅ こころ

しんじゃ てぇ デスイーター れなちゃん

NaSa ラッセル やるお 煌めき

ロッキー くろおび めちゃくちゃ強い女 

きみさん れおぱれす みや りんご

A05 A06 A07 A08

RSZ | Umeki ニャンこ つー ふわ

アーク たいがー ちゃんしゅ シキ

Haruki レオ ぴかっち けんけんぱ

かもたけ なゆ はんぺん

大曲倫史 オーズン Qoo ダアイ

信者 なはとん 沼田康平 Poulos

ぷれ そら セブン ゆーさむ

ユキ Biglink ふぁいてぃー クロスいがらし

A09 A10 A11 A12

OCEAN ピチ T クロ

やみなべ Daiki そめ らっち～

平郎 杉田玄白 ぶーるーば ひのとも

9morun にく きさ きな粉

トシキ 本田 大揮 えすかべ ルス

るしめ さかもと 船水ヒロ こたつむり

まんさ ンポつみ アツシ

やどっくす ノノグラム そると イワ

たらこ チキン 阿部龍一

A13 A14 A15 A16

ゆず kept ゆい

がくと カルラ FILIP けーや

おんぷ オムナオト きこ イザナミ

ジオ パラガス ぽん さんぺ

ぱりり てくと YON ネオン

ひらかす むねキン タコマン ななかまど

エス け～ 金山 ばんくー

てぃんくる きんぐ じょーすたー

かしぃ Kara 大塚 魁 オキクルミ

闘会議GP 東京予選 ウメブラ (2017 2/4)　予選割り振り

　8~9人総当たり（1本先取）の上位3名が本線に通過します。本線のトーナメントはchallongeにて公開予定です。

前半ブロック (2/4 11:00～)

中Kかしゆか

AG | ロム

前蔵K

bAフト

ベータαγ



B01 B02 B03 B04

NRG | Nairo SHIG | 9B キリハラ オオアゴザウルス

ジル ロツク ぱすたぁ

Moori ズズバ mow ぷにを

ボールナイト ぴょん ニコリン ガウル

ほよ ちゃんをゐ ともろう みたん

リリーゼ チョータロー ヌマ かいデデデ

ヤギのお兄さん アオ をん なっぱ

田村洋一 あかぶち たんでん しゃわ

B05 B06 B07 B08

Rain あとりえ れあ きしゃ

よっちゃん 抹茶 けんたろス ライトニングいがらし

ギガバス ジャン ・・・はい グッドイヤー奏

あらも〜ど うりむ うばまろ

議長 勘左衛門 メタビィー Koo

バルマソ ふじたグミフィッシュ おサム 多岐にヴァたる 

みやこ カプリ みくろ かいｒ

ほえるおー 山崎真志 くるとーる SHIGE

B09 B10 B11 B12

shky ライト 私は狐ですキャット Shogun 

そんぐん gain リーマ たつつよ

ハチャッピー GAZER ドラサキ Lc

まよ さたう ラッツ りーん

かろえぐ ぷりん ブロントさん harvest

がすマスク YK m&m 川神

カナマル みかるん キスケ やまだん

Mizutama あぶ こーらる Uto

OKD ぺけ＋

B13 B14 B15 B16

DNG | Nietono ブルード You3 ニャハ

あるくぅ たむしか Ryogi クロイツ

ねる ＠おれ すぱ

ちバ ぼぎ ひかげ たらことり

ナガイモ さとたく

もぶお べいす isana ミーちゃん

kazu カイザーソゼ 澤地 義貴 Radirgy

ぐるみあ はるヨシ たいやき たけるん

みそかつ うんばぼ がわのー やきじゃけ

後半ブロック (2/4 12:00～)

SHIG | あいば

SHIG｜にのみや

Rakkyoウ

chasoニキ P－


	メモ

