
＜前日予選エントリー　2016.12.17現在分＞
番号：黄色セル…参加票送付完了/赤セル…参加票送付未完了

No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

1 あきもとや あきもとや マヤ 東京都 ゲームサファリ池袋

2 おつかれいがわ おつかれいがわ ラスク 埼玉県 ＶＧＭロボット深谷店

3 ＴＷＥＥＤＬＩＥ ついどりー マラリヤ 神奈川県 神奈川レジャーランド厚木店

4 もえ もえ マヤ 秋田県 ラウンドワン秋田

5 ゆきだるま ゆきだるま ミュー 新潟県 ラウンドワン新潟店

6 ＡＬＮＡ あるな クララ 埼玉県 ウェアハウス岩槻

7 ききてはやめろ ききてはやめろ ユリ 神奈川県 ラウンドワン高津

8 レスキューのがわ れすきゅーのがわ アロエ 茨城県 アミューズメントＪＡＭ２つくば

9 １３Ｙ５ とれっせいしんこ リック 埼玉県 スクウェアワン幸手店

10 みもリンピック みもりんぴっく アロエ 東京都 タイトーイン綾瀬

11 よこ よこ レオン 東京都 タイステ町田店

12 ボクはロボット ぼくはろぼっと ミュー 千葉県 レアマトリックス松戸

13 ささのはしのぶ ささのはしのぶ ユウ 愛知県 ゲームプラザミッキー

14 しまだありす しまだありす ミュー 栃木県 栃木レジャーランド足利店

15 ゲッシア１０たん げっしあじゅうたん ヤンヤン 東京都 西日暮里バーサス

16 ファルカン２せい ふぁるかんにせい ユウ 千葉県 ゲームアイランド稲毛海岸校

17 シコリマＸティー しこりまくりすてぃ タイガ 愛知県 レストハウスマミー

18 ＦＵＭＩ ふみ リエル 千葉県 スポーツウェーブ２４稲毛長沼店

19 ２８３ つばさ ルキア 神奈川県 ＹＡＺ八王子みなみ野店

20 ラティアルト らてぃあると ユウ 徳島県 パロ小松島店

21 アネリア あねりあ メディア 大阪府 ラウンドワン北心斎橋

22 シェンウー しぇんうー リック 東京都 パトリオットＭ錦糸町



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

23 ミッターマイヤー みったーまいやー リック 東京都 ＧＡＯ新宿店

24 カテナリー かてなりー ユウ 愛知県 フェドラ大須（旧：アーバンスクエア大須）

25 なんのありす なんのありす ルキア 千葉県 チャリオット成田店

26 ＲＯＤＡ（ホーダ ほーだ ヤンヤン 神奈川県 ネバーランド港北

27 ネム ねむ マラリヤ 新潟県 テクノポリス

28 りささ りささ ユリ 東京都 西日暮里バーサス

29 Ｏまえしょうご おおまえしょうご セリオス 神奈川県 ＴＳ横浜西口五番街

30 だいにしゅＵびん だいにしゅゆうびん クララ 石川県 レジャーランド藤江新館

31 りんたいちょう りんたいちょう カイル 東京都 西日暮里バーサス

32 トルテ とるて アロエ 愛知県 レストハウスマミー

33 リック りっく リック 山梨県 ゲームパニック甲府

34

35 まどうしょソラ まどうしょそら アイコ 愛知県 ゲームゾーン一宮

36 モンブラン もんぶらん メディア 京都府 ゲームパニック京都

37 たかめ たかめ マヤ 東京都 ＴＦＳオリナス錦糸町

38 あずあずＧＯ あずあずごー アロエ 千葉県 宝島新浦安店

39 ひのりん ひのりん ユウ 愛知県 アーバンスクエア大須

40

41 ばばんぎだ ばばんぎだ レオン 新潟県 五泉ファミリーボウル

42 ＤＡＹＳ→Ｋ でいず・けい／でいじー ヤンヤン 東京都 タイトーステーション ＢＩＧＢＯＸ高田馬場店

43 ＳＣＡＲ すかー ラスク 東京都 エムエムランド

44 ＤＡＲＷＩＮ だーうぃん ラスク 茨城県 ＪＡＭＪＡＭ神栖

45 サンドおむすび さんどおむすび シャロン 埼玉県 スクウェアワン大宮オリンピア



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

46 ＤＨシアンフロこ でぃーえいちしあんふろこ ルキア 東京都 タイステ祖師ヶ谷大蔵校

47 さくらみう さくらみう ミュー 福井県 フクイレジャーランドワイプラザ

48 ジュン じゅん シャロン 埼玉県 キャッツアイ狭山

49 あさぎりつつじ あさぎりつつじ ミュー 長野県 アピナ塩尻

50 なるちょろ なるちょろ シャロン 東京都 西日暮里バーサス

51 ＫＡＴＳＵ かつ セリオス 東京都 スマイル館お茶の水店

52

53 Ｇクリル じーくりる マラリヤ 神奈川県 ファンファン本厚木

54 ＴＲＯＮ とろん サンダース 東京都 ＧＡＭＥピーアーク青井

55 ラースのはて らーすのはて ルキア 京都府 プレイランドキング七条

56 ＮＥＮＮＥ ねんね ラスク 東京都 西日暮里

57 かのうミキ かのうみき メディア 愛知県 レジャラン内田橋

58 ＴＯＫＹＯ８７７ とーきょーばなな アロエ 東京都 アドアーズ仙川

59 ＰＩＣＡＰＩＣＡ ぴかぴか ルキア 宮城県 仙台レジャーランド一番町店

60 ズボシホスカ ずぼしほすか ミュー 兵庫県 ゲーマーズ神戸三宮店

61 ＧＡＬＬＯＷＳ ぎゃろうず アロエ 栃木県 大リーグバッティングセンター

62 ザキヤマ ざきやま リック 三重県 オークランドシティ津店校

63 プリシラ ぷりしら シャロン 千葉県 セントラル浦安

64 らいぞう らいぞう リック 埼玉県 ＧＣ川口

65 ランス らんす ユリ 岐阜県 アクセス柳津

66 スカサハししょう すかさはししょう マラリヤ 埼玉県 ゲームデイトナ志木

67 ６４ＤＤもってる ろくよんでぃーでぃーもってる ハルト 東京都 西日暮里バーサス

68 ノーメマイヤー のーめまいやー マラリヤ 山梨県 ゲームパニック甲府



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

69 パンコ ぱんこ アロエ 愛知県 ラウンドワン西春校

70 じょしグリーン じょしぐりーん リエル 兵庫県 ネーブル西宮

71 →とおる→ とおる ラスク 熊本県 ラウンドワン熊本

72 ネーヤ ねーや ミュー 奈良県 エンジョイパラダイス

73 ひなすず ひなすず ミュー 愛知県 ＰＯＲＴ２４一社

74 りゅうぐうレナ りゅうぐうれな ルキア 石川県 バイパスレジャーランド藤江新館

75 あかあおき あかあおき マラリヤ 神奈川県 ネバーランド２座間

76 マオ まお ルキア 富山県 ゲームスポットアップル魚津

77 ファイヤードリフ ふぁいやーどりふ メディア 東京都 ゲームグース吉祥寺

78 いぬいさにゃ いぬいさにゃ アロエ 青森県 イーグルボウル

79 まるセカ まるせか ユウ 埼玉県 スクウェアワン草加校校

80 カレッツァ かれっつぁ ルキア 東京都 未設定プレジョ

81 わらい わらい サンダース 神奈川県 クラブセガ相模大野店

82 ＤＮＰ だんぷ レオン 大阪府 ＯＫＡ３

83 あおむし あおむし カイル 埼玉県 ギガステーション戸田

84 つまんないこい つまんないこい シャロン 愛知県 ＡＤＸマミー岡崎

85 ＫＡＲＬＡ かーら マラリヤ 神奈川県 ＡＭ　ＰＩＡ大船

86 かんざきあおい かんざきあおい メディア 宮城県 仙台レジャーランド一番町店

87 ＩＮＫＷＥＬＬ いんくうぇる メディア 北海道 ディノスパーク北見

88 ＮＡＴＩＴ なち レオン 福岡県 楽市街道箱崎店

89 サフィア さふぃあ ユリ 群馬県 群馬レジャーランド高崎

90 ＤＣＭカーマ２１ でぃーしーえむかーまにじゅういち ヤンヤン 岩手県 ソユーＦＧＦ花巻

91 メトログリモワ めとろぐりもわ カイル 神奈川県 ファンファン本厚木



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

92 マゴットベイツ まごっとべいつ セリオス 埼玉県 キャッツアイ狭山

93 フロムスクラッチ ふろむすくらっち アイコ 東京都 キャロム東大和

94 ヌルメゴン ぬるめごん リエル 千葉県 みなぼ茂原店

95 おたり おたり アロエ 神奈川県 タイトーステーション戸塚西口

96 きゅむ きゅむ アイコ 神奈川県 ウェアハウス川崎店

97 たかぴろ たかぴろ レオン 埼玉県 アドアーズ和光店

98 ＨＦフッかすいそ えいちえふ クララ 東京都 ＹＡＺワールド八王子みなみ野店

99 さもんくんはサモ さもんくんはさも セリオス 東京都 トーホーレジャープラザ

100 ＸＥ きせのん ユウ 神奈川県 ファンタジア平塚

101 ヤス やす マラリヤ 鳥取県 サードプラネット鳥取

102 ユグドラシル ゆぐどらしる レオン 長野県 ＮＡＳＡ

103 ヘルベノ へるべの ルキア 宮城県 ラウンドワン苦竹

104 おゆま おゆま ヤンヤン 群馬県 ももたろう笠懸

105 ＬＯのごうこく ろすとわんのごうこく マヤ 東京都 ベネクス川越

106 ＫＩＮＯ きの リエル 宮崎県 ビリヤードＧ’ｚ

107 ドボンキングＰＶ どぼんきんぐぴーぶい ユリ 新潟県 上越レジャーランボウル

108 おくはなこ おくはなこ クララ 埼玉県 タイトーステーション大宮

109 せいちょうＣＨＵ せいちょうちゅー マラリヤ 東京都 ドラマ野猿

110 ＬＵＮＡＲ→０７ るなー マラリヤ 北海道 キャッツアイ麻生

111 プリシーラ ぷりしーら アイコ 神奈川県 タイステ町田

112 ジョンしっちおう じょんしっちおう ルキア 千葉県 タイトーＦステーション柏中央店

113 やきそばぱん やきそばぱん マラリヤ 群馬県 シーサイドパーク

114 イシハライド いしはらいど シャロン 東京都 ゲームオスロー立川第５



No CN CN読み キャラ 都道府県 ホーム

115 ＳＳＲもみじ ささらもみじ マヤ 群馬県 マトリクス前橋

116 きつねのよめいり きつねのよめいり マラリヤ 東京都 スマイル館　お茶の水店校

117 まふゆのダンス まふゆのだんす メディア 千葉県 ラッキー西千葉校

118 カーネルあおき かーねるあおき メディア 群馬県 マトリクス前橋

119 ファハドでんか ふぁはどでんか タイガ 千葉県 ウェアハウス南流山

120 じゅんいちろう じゅんいちろう ユウ 東京都 T/S新宿東口校

121 はづきちか はづきちか マヤ 千葉県 アミューズメントエース津田沼

122 らぴ らぴ ハルト 富山県 ＧＥＴＧＡＭＥ佐野

123 かげとら かげとら ユウ 東京都 六本木ボルテックス

124 まいぺそ まいぺそ マラリヤ 長野県 ＦＭさくだいら

125 いじわるなハロー いじわるなはろー マヤ 福島県 スーパーノバ福島

126 れきせんのゆうし れきせんのゆうし ヤンヤン 東京都 西日暮里バーサス

127 シズオカちゃっぱ しずおかちゃっぱ リック 兵庫県 遊スペースマジカル

128 せなあいり せなあいり シャロン 岐阜県 ＫＳ美濃加茂店

129 びばいイムラ びばいいむら マヤ 岩手県 バギバギ宮古店

130 ＰＭすみすさん ぴーえむすみすさん ハルト 東京都 タイトーステーション渋谷

131 ひ６８ＣーＲ ひろはし ユリ 栃木県 ゲーム・モアイ宇都宮

132 はつこいのとげ はつこいのとげ リエル 東京都 初台ＴｈｅＤＯＯＲＳ

133 ばくえんのレナ ばくえんのれな シャロン 静岡県 ＹＡＺ大須賀

134 ひめかわあゆみ ひめかわあゆみ シャロン 神奈川県 ウェアハウス川崎

135 ゆきのちふるる ゆきのちふるる アロエ 千葉県 佐原ミナミボウル

136 ＦＩＴＺ ふぃっつ カイル 千葉県 エスタシオン

137 さしみかいてん さしみかいてん ハルト 神奈川県 ネバーランド港北
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138 ヒストリア ひすとりあ シャロン 東京都 ドットコム

139 ネルヴォ ねるぼ セリオス 富山県 ゲームスポットアップル

140 イトウ（トモ） いとうとも リエル 東京都 エムエムランド

141 ユーメ ゆーめ マラリヤ 千葉県 タイトーステーション船橋

142 なさけむよう なさけむよう ミュー 福島県 スーパーノバ会津

143 もちにゃげ もちにゃげ アイコ 大分県 トライセン萩原

144 どうきだいすき どうきだいすき シャロン 埼玉県 ブーボスボス坂戸店

145 みきる みきる カイル 東京都 サープラ多摩センター

146 とうちゅう とうちゅう サンダース 兵庫県 遊スペースマジカル本気狩

147 ＡＤＵＭＢＹ えーだんびー カイル 石川県

148 なんてね なんてね リエル 京都府 ゲーパニ京都

149 あまのけいぞー あまのけいぞー リック 神奈川県 紫宝勢としての誇りを持て校（ベネクス川崎）

150 とりめしだよ とりめしだよ アイコ 茨城県 フリスポ

151 ひだかミナ ひだかみな ルキア 埼玉県 ウェアハウス岩槻

152 みだれせつげっか みだれせつげっか マラリヤ 埼玉県 ウェアハウス上尾

153 ＨＯＮＥＹ はにー シャロン 埼玉県 ウェアハウス越谷

154 ＶＷＸしんじゃ ぶいだぶりゅーえっくすしんじゃ マヤ 東京都 スマイル館　お茶の水店

155 なお なお ミュー 東京都 タイステ祖師ケ谷大蔵


