
※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

EchoFox | MVG | MkLeo DNG | Kameme T

ニコリン ばんくー シャンライ

Sriks FILIP カルラ

アツシ こんぶ ほりけん ダイコン

しょに ノルディ ぽん ぷにを

じーえぬ マサロトム 勘左衛門 もののふす

マネギ れおぱれす 船水ヒロ ろー

空き枠① 空き枠② 空き枠③ 空き枠④

A05 A06 A07 A08

Eim

Haruki たいがー

PI629 minty キジマ m&m

イワ かく そも ギガバス

みずたろ かなぶんさん はる セブン

リード ミカヤ 議長

島雪 リト ヤギのお兄さん

空き枠⑤ 空き枠⑥ 空き枠⑦ 空き枠⑧

A09 A10 A11 A12

shky

レオ ザクレイ

Plexi AT Kuro_Ken EBS | DADDY

shicchi Pudge オムナオト ヴェント

げうん アンチョビ きさ かしぃ

ズズバ いけーだ トシキ ねねね。

饅頭郎 はんぺん ひなを やさいかきあげ

空き枠⑨ 空き枠⑩ 空き枠⑪ 空き枠⑫

A13 A14 A15 A16

とわ

bt.yamato uryu taranito

Moori Linconius SHIGE NeiN

あやりん あかぶち きんてろ きみさん

アーク しんじゃ たくみ げんりゅ

のほほ そうかる ちょうざ ヌマ

ペンギン トムラ はるヨシ よっちゃん

空き枠⑬ 空き枠⑭ 空き枠⑮ 川神

闘会議GP「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」niconicoチャンピオンシップ2018
～東日本予選～　ウメブラ　 (2018/02/03)　予選ブロック

※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。 

　・７～8人総当たり1本先取の上位3名が本戦に通過します。

前半ブロック (2/3 11:00～)

あーす / Earth

すぱ / Supa

あるくぅ / Arc

クロ / Kuro たけら / takera bAフト / bAhuto

あいば / Aiba くまー / Kuma-

てぃー / Tea

平郎 / Halo

真央 / Mao ゆず / Yuzu 抹茶 / Matcha

ホビット / Hobbit れぽ / Repo

ぱせりまん / Paseriman こんぱくと / Compact がくと / Gakuto

そんぐん / Songn



B01 B02 B03 B04

Abadango

gain だんけし

NaSa Xenos Drew EVAL

ズヤ TKM

おサム なぎーぬ キール ぴっくん

ぱーぷる ブロントさん ふーちゃ もろこし

みち ぺけ＋ れじん りーん

B05 B06 B07 B08

Rain

ぱすたぁ

Yuu456 DT | Pazx

コロンビア かくぱん あらも〜ど

ざくろ うりむ ねこめ つかさ

せそまこな ネオン ぱらお てっぺい

やどっくす やるお みやした 園風

B09 B10 B11 B12

Shogun RSZ | Umeki

なんちゃん タコマン

Ignis Tila Riar VS.DS | Extra

イザナミ ちげ コウ

たらすぱ ぶーるーば エクス

やきじゃけ りゅうせんぱい たいほう ニャハ

らぢお 英語 たらこ べいす

B13 B14 B15 B16

kept たらことり

Daiki Invisi Lc アリカ

G うばまろ ザックマ しゃわ

RAXA でんと たまにゃそ ひゃくはち

きな粉 ぱりり てんぷら りょうが

チョータロー みそ れなちゃん

後半ブロック (2/3 12:00～)

しゅーとん / Shuton つー / Tsu- コメ / Kome
らっち～ / Rachi~ ロツク / Rotsuku

Pー おんぷ / Onpu

リーマ / Ri-ma ライト / Raito マンガリッツァ♀ / Mangalitza♀
クロイツ / Kuroitsu けんけんぱ / Kenkenpa シキ / Shiki

Sy（シィ） Rakkyoウ

アイゴスキー / Aygoski

そめ / Some きしゃ / Kisha

ブルード / Brood キシル / Kishiru

SHIG | にのみや

さんぺ / Sanpe

ジル / Jill きぃ / Kie シュウ / Shu けーや / Ke-ya

やみなべ / Yaminabe エス / Es

光るMAKIDAIプレゼント


	メモ

