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 1    31 MESSA               愛  媛  1:57.94

MESSA               
19歳以上

  470 田中　小春      ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ         高2

  469 兵頭音百花      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄﾓｶ      高2

  473 田中　隆乃      ﾀﾅｶ ﾀｶﾉ         中2

  474 上田　稀織      ｳｴﾀﾞ ｷｵﾘ        中2

 2     6 南海ＤＣ　B         愛  媛  1:55.20

ﾅﾝｶｲDC              
19歳以上

   58 濱家　未来      ﾊﾏｲｴ ﾐｷ         中2

   54 戒能　朝陽      ｶｲﾉｳ ｱｻﾋ        高1

   56 川連いつき      ｶﾜﾂﾚ ｲﾂｷ        中3

   60 柿内　胡華      ｶｷｳﾁ ｺﾊﾅ        中1

 3     5 南海ＤＣ　A         愛  媛  1:49.96

ﾅﾝｶｲDC              
19歳以上

   52 井尻　　環      ｲｼﾞﾘ ﾀﾏｷ        高3

   51 嶋村　亜美      ｼﾏﾑﾗ ｱﾐ         

   55 岩間　薫乃      ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ         高1

   61 井上　紗奈      ｲﾉｳｴ ｻﾅ         中1

 4    13 八幡浜ＳＣ　A       愛  媛  1:47.91

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             中学
19歳以上

  195 平田　美幸      ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         中3

  198 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        中2

  193 三好　温子      ﾐﾖｼ ｱﾂｺ         中3

  196 東　みずき      ｱｽﾞﾏ ﾐｽﾞｷ       中3

 5     2 五百木ＳＣ          愛  媛  1:49.54

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            高校
19歳以上

    9 坂口　詩穏      ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ       高2

    8 山崎　咲瑛      ﾔﾏｻｷ ｻｴ         高2

   13 坂口　聖奈      ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾅ       高1

   10 秀野　加奈      ｼｭｳﾉ ｶﾅ         高2

 6    14 八幡浜ＳＣ　B       愛  媛  1:53.77

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
19歳以上

  191 坂本　結虹      ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾆ        高2

  200 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         中1

  190 岩本　　幸      ｲﾜﾓﾄ ｻﾁ         高2

  192 矢野　萌佳      ﾔﾉ ﾓｴｶ          高2

 7    27 コミュニティ        愛  媛  1:55.66

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
19歳以上

  362 山村　涼乃      ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ       高1

  366 山村　志乃      ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ         中2

  363 藤本ひより      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾖﾘ       中3

  364 大塚　美音      ｵｵﾂｶ ﾐｵ         中3

 8    15 八幡浜ＳＣ　C       愛  媛  1:58.14

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             中学
19歳以上

  197 菊地　真碧      ｷｸﾁ ﾏﾐ          中2

  199 廣井　優花      ﾋﾛｲ ﾕｶ          中2

  194 稲瀬　歩夢      ｲﾅｾ ｱﾕ          中3

  201 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        中1
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補欠    25 リー保内            愛  媛  1:59.81
ﾘｰﾎﾅｲ               

補欠    10 ファイブテン        愛  媛  2:00.72
ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             


