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ヨミガナ 学種
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 1組
 1

 2  1009 ファイブテン        愛  媛  2:12.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝB            
無差別

  158 神野　桃花      ｼﾞﾝﾉ ﾓﾓｶ        中1

  151 岡部歩乃佳      ｵｶﾍﾞ ﾎﾉｶ        高2

  159 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         小5

  157 中村　遙花      ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ        中1

 3  1022 リー保内            愛  媛  2:08.05

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  304 山本　咲良      ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ        中1

  306 山中　紗和      ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ         小6

  307 石井　　和      ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ        小5

  305 藤田　涼花      ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞｶ       中1

 4  1031 MESSA               愛  媛  2:01.50

MESSA               
無差別

 5  1008 ファイブテン        愛  媛  2:02.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝA            
無差別

  153 深川　瑚夏      ﾌｶｶﾞﾜ ｺﾅﾂ       中2

  156 田村　祐奈      ﾀﾑﾗ ﾕﾅ          中1

  155 神野　朱里      ｼﾞﾝﾉ ｼｭﾘ        中1

  152 吉田　若菜      ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ        高1

 6  1029 フィッタ松前        愛  媛  2:10.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             
無差別

  385 大石　晶夢      ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ        小5

  384 豊田明歩実      ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ         小5

  387 勝木　心晴      ｶﾂｷ ｺﾊﾙ         小4

  382 山田　蒼依      ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ        中1

 7  1023 リー保内            愛  媛  2:30.00

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  308 宮中　彩希      ﾐﾔﾅｶ ｻﾂｷ        小5

  309 大西　紗羅      ｵｵﾆｼ ｻﾗ         小4

  310 中田　桃歌      ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ         小3

  311 天野　衣音      ｱﾏﾉ ｲｵ          小3
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 1  1014 南海朝生田          愛  媛  2:00.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

 2  1026 コミュニティ        愛  媛  1:56.50

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 3  1012 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:55.50

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  185 下田　天海      ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ        小6

  176 稲瀬　歩夢      ｲﾅｾ ｱﾕ          高1

  183 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        中2

  179 菊地　真碧      ｷｸﾁ ﾏﾐ          中3

 4  1011 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:48.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  175 三好　温子      ﾐﾖｼ ｱﾂｺ         高1

  182 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         中2

  180 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        中3

  177 平田　美幸      ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         高1

 5  1002 五百木ＳＣ          愛  媛  1:50.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

   13 秀野　加奈      ｼｭｳﾉ ｶﾅ         高3

   14 坂口　聖奈      ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾅ       高2

   15 秀野　由光      ｼｭｳﾉ ﾕﾐ         高1

   12 坂口　詩穏      ｻｶｸﾞﾁ ｼｵﾝ       高3

 6  1025 コミュニティ        愛  媛  1:56.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 7  1004 南海ＤＣ            愛  媛  2:00.00

ﾅﾝｶｲDC              
無差別

   49 岩間　薫乃      ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ         高2

   54 井上　紗奈      ｲﾉｳｴ ｻﾅ         中2

   51 濱家　未来      ﾊﾏｲｴ ﾐｷ         中3

   53 柿内　胡華      ｶｷｳﾁ ｺﾊﾅ        中2

 8  1028 フィッタ松前        愛  媛  2:00.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             
無差別

  381 吉田　芽央      ﾖｼﾀﾞ ﾒｵ         中1

  378 長尾　侑美      ﾅｶﾞｵ ﾕﾐ         中3

  380 豊田光歌星      ﾄﾖﾀ ﾋｶﾘ         中2

  379 荻山　次美      ｵｷﾞﾔﾏ ﾂｸﾞﾐ      中2


