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 1    10 南海ＤＣ　B         愛  媛  1:58.62

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

 2    38 石原ＳＣ            愛  媛  1:55.03

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  1:52.35

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    26 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:48.45

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

 5     4 五百木ＳＣ          愛  媛  1:49.29

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

 6     9 南海ＤＣ　A         愛  媛  1:53.24

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  1:58.53

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  1:58.85

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
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補欠    29 南海朝生田          愛  媛  1:59.30
ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            

補欠     6 かしま道後          愛  媛  2:00.22
ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ            


