
※

枠 ウェイティング 枠 本エントリー 枠

48 枠 仮エントリー 1 枠 本エントリー 45 枠 3
アベ ミノリ タカギシ リン マツモト シュンカ

阿部 実里 髙岸 鈴 ＠ 松本 春香

アラキ ユミ タカハシ アカリ ミカワ スミエ

荒木 美友 高橋 亜可里 三川 澄恵

アンドウ マユ タジカシマ ミホ モチヅキ アヤノ

安東 茉優 髙島 海帆(1) 望月 綾乃

エグチ トモコ タムラ ヨシミ モリタ シュウコ

江口 智子 田村 良海(1) 森田 就子

エチカワ アキコ タルモト サクラ ヤグチ アイリ

越川 晶子 樽本 桜 矢口 愛理

オカ リオン チバ ハナ ヨシクワ ハルミ

岡 里音 ＠ 千葉 華(3) 吉桑 晴美(1)

カトウ サヤ テラニシ ヒカル ヨネザワ アヤリ

加藤 沙弥 寺西 飛香留 米澤 綾梨

カネダ リツコ ナガオ ミホ ワコ アヤカ

金田 律子 長尾 美穂 輪湖 彩華

カネマツ アイ ナカジ モエ ワタナベ シオリ

兼松 亜衣(1) 中地 萌 渡邊 詩織

カワグチ リホ ナカノ エリカ ワタリ ヨリコ

川口 莉歩 中野 恵里花 亘 芳梨心

キシ サヤカ ナカムラ ワカナ

岸 紗也香 中村 若菜

キンジョウ ワカナ ニシムラ ミキ

金城 和歌奈 西村 美希(1)

コヤマ ハルナ ハナシロ ミク

小山 遥菜 ＠ 花城 美久

シモカワ カエ ハマベ アユミ

下川 佳恵 濵邉 歩 ＠

シモカワ ケイト ヒラオカ ルイ

下川 恵都 平岡 留依

シュウトウ カホ フジサキ サクラ

周藤 可歩 藤崎 咲良

スミノ モモカ ホリウチ アカリ

住野 百果 堀内 明莉(2)

スミハラ ミユ マエダ エリナ

隅原 実優 前田 衣里奈

は、前日のサポータズコンペ出場予定選手（※左下の数字はサポコンウェィティング順位） @はアマチュア、（）内の数字はJCLOでの優勝回数

※振込後、1週間以上経過してもエントリーに掲示されない場合は、事務局までご連絡ください。

※振込が遅くなりますと、ウェイティングになる場合もございますのでご注意ください。

16 34 52 70

17 35 53 71

18 36 54 72

12 30 48 66

13 31 49 67

14 32 50 68

15 33 51 69

11 29 47 65

8 26 44 62

9 27 45 63

7 25 43 61

5 23 41 59

10 28 46 64

2022/9/12
エントリーフィーの振込をもって本エントリーになりますが、エントリーが多い場合は、スポンサー推薦やプレミアム会員、普通会
員選手から優先的にエントリーとなります。ご了承ください。

サポコン出場枠

1 19 37 55

6 24 42 60

4 22 40 58

2 20 38 56

3 21 39 57

エントリー枠

（五十音順：敬称略）エ ン ト リ 一 状況

残枠

残枠



ヤマグチ リチ

山口 璃千

6 13 20 27

7 14 21 28

4 11 18 25

5 12 19 26

2 9 16 23

3 10 17 24

2022/9/12

1 8 15 22

2022/9/12

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

7 14 21 28

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

（申込順：敬称略）仮エ ン ト リ 一選手

（申込順：敬称略）

本エ ン ト リ 一

ウェイティング選手


