
※

40 枠 仮エントリー 2 枠 本エントリー 37 枠 3
アサノ サキ チバ ハナ ミカワ スミエ

淺野 咲希＠ 千葉 華 (4) 三川 澄恵

イシカワ マユカ トビタ エリ モロハシ アイナ

石川 茉友夏(1) 飛田 愛理 諸橋 愛奈

ウエタケ ナルミ ナガイ ユメア ヤナギサワ コノミ

植竹 愛海(1) 永井 夢亜 ＠ 柳沢 木の実

オオヤマ カリーナ ニシヤマ サヤカ ヨシダ キッカ

大山 カリーナ 西山 沙也香(1) 吉田 菊花

オギノ ハルミ ハナブチ リホ リン ユウカ

荻野 晴海 花渕 里帆 リン 優香 @

カシハラ ミズキ ハヤカワ ナツミ ワシザキ ナミ

柏原 瑞季 @ 早川 夏未 鷲崎 奈美＠

カネモト カオ ハラダ アオイ ワタリ ヨリコ

金本 佳央 ＠ 原田 葵 亘 芳梨心(2)

カワムラ クルミ フタクチ リョウ

河村 来未 (4) 二口 涼

キクチ シオリ フルヤ ショウカ

菊地 志織 古家 翔香

クロダ ヒカリ フルヤ ユウカ

黒田 光理(1) 古屋 佑佳

コン アヤナ ホシノ ルナ

今 綾奈 星野 瑠菜 ＠

サトウ マリコ ホリウチ アカリ

佐藤 万里子 堀内 明莉(2)

タカヤマ カオリ マツオカ ハナ

高山 佳小里 松岡 華

タムラ ヨシミ マツザキ サヤ

田村 良海(1) 松崎 咲弥＠

チダ モエカ マツザワ ナミ

千田 萌花＠ 松澤 奈美

@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。

12 27 42 57

13 28 43 58

14 29 44 59

15 30 45 60

11 26 41 56

8 23 38 53

9 24 39 54

7 22 37 52

5 20 35 50

10 25 40 55

2022/11/30

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。

エントリー枠

1 16 31 46

6 21 36 51

4 19 34 49

2 17 32 47

3 18 33 48

（五十音順：敬称略）

残枠

エン ト リ一状況



オオシマ サラサ

大嶋 さらさ

サイトウ アミ

齊藤 愛美

6 13 20 27

7 14 21 28

4 11 18 25

5 12 19 26

2 9 16 23

3 10 17 24

16 23

3 10 17 24

7 14 21 28

4 11

2022/11/30

1 8 15 22

2022/11/30

1 8 15 22

2 9

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


