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 1組
 1

 2    16 西条ＳＣ　B         愛  媛  2:38.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
無差別

  169 浅木あすか      ｱｻｷﾞ ｱｽｶ        小4

  162 秋山　美結      ｱｷﾔﾏ ﾐﾕ         小5

  161 伊東　美海      ｲﾄｳ ﾐﾐ          小5

  165 近本莉乃愛      ﾁｶﾓﾄ ﾘﾉｱ        小5

 3     2 フィッタ新居浜      愛  媛  2:17.00

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            
無差別

   10 藤田　夏菜      ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ         小6

    8 今井　千紘      ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ         中2

    9 真鍋美古都      ﾏﾅﾍﾞ ﾐｺﾄ        中2

   11 岡田　美輝      ｵｶﾀﾞ ﾐｷ         小6

 4    23 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ　A          愛  媛  2:10.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  238 池田　美幸      ｲｹﾀﾞ ﾐﾕｷ        高3

  239 神野　海玖      ｼﾞﾝﾉ ﾐｸ         高1

  240 越智　悠水      ｵﾁ ﾕｳﾐ          高1

  241 藤田　日菜      ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ         小6

 5    45 フィッタ松前        愛  媛  2:15.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             
無差別

  538 松田　杏美      ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ         中2

  542 荻山　次美      ｵｷﾞﾔﾏ ﾂｸﾞﾐ      小6

  539 和田　涼花      ﾜﾀﾞ ﾘｮｳｶ        中1

  537 橋本　佑香      ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｶ        中2

 6    17 西条ＳＣ　C         愛  媛  2:30.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
無差別

  171 三浦　珠季      ﾐｳﾗ ﾀﾏｷ         小3

  170 安部向日葵      ｱﾍﾞ ﾋﾏﾘ         小4

  167 宮野　心寧      ﾐﾔﾉ ｺｺﾈ         小4

  166 石川さくら      ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ        小4

 7    24 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ　B          愛  媛  2:45.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
無差別

  245 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         小3

  246 高橋　杏実      ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾐ        小2

  244 澤井　千紘      ｻﾜｲ ﾁﾋﾛ         小3

  247 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小1
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 1    49 MESSA　B            愛  媛  2:05.50

MESSA               
無差別

  621 田中　隆乃      ﾀﾅｶ ﾀｶﾉ         中1

  620 大野みさき      ｵｵﾉ ﾐｻｷ         中2

  623 田中　幸希      ﾀﾅｶ ﾕｷ          小6

  622 上田　稀織      ｳｴﾀﾞ ｷｵﾘ        中1

 2    19 Z-UP                愛  媛  2:04.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             
無差別

  211 魚本　祈子      ｳｵﾓﾄ ｷｺ         中1

  212 井原　愛美      ｲﾊﾗ ﾏﾅﾐ         小6

  208 青野　千里      ｱｵﾉ ﾁｻﾄ         高2

  209 角田　　光      ﾂﾉﾀﾞ ﾋｶﾙ        中1

 3    48 MESSA　A            愛  媛  2:00.50

MESSA               
無差別

  616 兵頭明咲花      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｱｻｶ      高3

  617 兵頭音百花      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄﾓｶ      高1

  618 田中　小春      ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ         高1

  619 鍋田　未夢      ﾅﾍﾞﾀ ﾐﾕ         中3

 4     6 かしま道後          愛  媛  2:00.00

ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ            
無差別

   61 田中　陽奈      ﾀﾅｶ ﾋﾅ          高1

   60 井手　めぐ      ｲﾃﾞ ﾒｸﾞ         高2

   62 桑村　七海      ｸﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ        中2

   59 立石　瑞萌      ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞﾓ       高2

 5    10 南海ＤＣ　B         愛  媛  2:00.00

ﾅﾝｶｲDC              
無差別

  104 井上　紗奈      ｲﾉｳｴ ｻﾅ         小6

   97 戒能　朝陽      ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ        中3

  100 佐伯　　星      ｻｴｷ ｱｶﾘ         中1

   98 田中　美里      ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ         中2

 6    40 フィッタ松山        愛  媛  2:02.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  420 毛利　紀葉      ﾓｳﾘ ﾉﾘﾊ         中3

  421 兵頭　里美      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｻﾄﾐ      中2

  419 井手　花音      ｲﾃﾞ ｶﾉﾝ         高1

  423 参川かえで      ｻﾝｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ      小6

 7    43 Ryuow               愛  媛  2:05.00

ryuow               
無差別

  505 冨山三咲生      ﾄﾐﾔﾏ ﾐｻｷ        高2

  504 片倉　妃紗      ｶﾀｸﾗ ｷｻ         高2

  506 大澤　里奈      ｵｵｻﾜ ﾘﾅ         中3

  507 松本奈々美      ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ        中3

 8    15 西条ＳＣ　A         愛  媛  2:08.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
無差別

  160 越智すみれ      ｵﾁ ｽﾐﾚ          小5

  164 山内　萌加      ﾔﾏｳﾁ ﾓｴｶ        小5

  159 図子すみれ      ｽﾞｼ ｽﾐﾚ         小5

  158 上野　恵夢      ｳｴﾉ ｴﾑ          小6
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 3組
 1    29 南海朝生田          愛  媛  1:58.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

  308 渡部　菜穂      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎ        高2

  309 堀　　美桜      ﾎﾘ ﾐｵ           高2

  311 浅川　　楓      ｱｻｶﾜ ﾌｳ         中2

  313 永井　咲帆      ﾅｶﾞｲ ｻﾎ         中1

 2    38 石原ＳＣ            愛  媛  1:55.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  392 楠本　梨菜      ｸｽﾓﾄ ﾘﾅ         高2

  393 岡本　美由      ｵｶﾓﾄ ﾐﾕ         高2

  394 井上　佳慧      ｲﾉｳｴ ｶｴ         高2

  395 石丸　帆夏      ｲｼﾏﾙ ﾎﾉｶ        中3

 3    31 アズサ松山          愛  媛  1:54.54

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            中学
無差別

  331 菅原　千博      ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ       中2

  332 岡田　　彩      ｵｶﾀﾞ ｱﾔ         中2

  333 菊地　華乃      ｷｸﾁ ﾊﾅﾉ         中2

  330 中村　千紗      ﾅｶﾑﾗ ﾁｻ         中3

 4     4 五百木ＳＣ          愛  媛  1:50.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

   28 坂口　詩穏      ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ       高1

   27 山崎　咲瑛      ﾔﾏｻｷ ｻｴ         高1

   32 坂口　聖奈      ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾅ       中3

   29 秀野　加奈      ｼｭｳﾉ ｶﾅ         高1

 5    26 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:52.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             中学
無差別

  275 平田　美幸      ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         中2

  272 三好　温子      ﾐﾖｼ ｱﾂｺ         中2

  276 東　みずき      ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ       中2

  278 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        中1

 6     9 南海ＤＣ　A         愛  媛  1:55.00

ﾅﾝｶｲDC              
無差別

   94 大原　千明      ｵｵﾊﾗ ﾁｱｷ        高2

  101 濱家　未来      ﾊﾏｲｴ ﾐｷ         中1

   93 東　　風音      ｱｽﾞﾏ ｶｻﾞﾈ       高3

   95 井尻　　環      ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ        高2

 7    33 マコトSC双葉        愛  媛  1:56.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             
無差別

  357 大西　愛子      ｵｵﾆｼ ｱｲｺ        中2

  358 長島　来夢      ﾅｶﾞｼﾏ ﾗﾑ        中1

  360 石村　彩羽      ｲｼﾑﾗ ｻﾜ         小6

  355 木村　妃那      ｷﾑﾗ ﾋﾅ          中2

 8    12 エリエールSC        愛  媛  1:58.04

ｴﾘｴｰﾙSC             中学
無差別

  129 塩入　　梓      ｼｵｲﾘ ｱｽﾞｻ       中2

  127 篠原　由羽      ｼﾉﾊﾗ ﾕｳ         中2

  131 松本　結衣      ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲ         中1

  126 石村　愛里      ｲｼﾑﾗ ｱｲﾘ        中3


