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 1  1012 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:58.10

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  185 下田　天海      ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ        小6

  179 菊地　真碧      ｷｸﾁ ﾏﾐ          中3

  178 山田紗也華      ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ        高1

  183 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        中2

 2  1026 コミュニティ        愛  媛  1:56.60

ｺﾐｭﾆﾃｨ              学童
無差別

  338 戎　　真花      ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ        小6

  335 前田　唯菜      ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ        小6

  339 尾﨑　嘉音      ｵｻﾞｷ ｶﾉﾝ        小6

  336 秋山　莉子      ｱｷﾔﾏ ﾘｺ         小6

 3  1002 五百木ＳＣ          愛  媛  1:50.88

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            高校
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

 4  1011 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:47.75

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  1004 南海ＤＣ            愛  媛  1:50.27

ﾅﾝｶｲDC              
無差別

   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

   50 川連いつき      ｶﾜﾂﾚ ｲﾂｷ        高1

   49 岩間　薫乃      ｲﾜﾏ ﾕｷﾉ         高2

 6  1025 コミュニティ        愛  媛  1:55.54

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

  328 山村　涼乃      ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ       高2

  331 山村　志乃      ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ         中3

  332 赤松　舞音      ｱｶﾏﾂ ﾏｵ         中3

  330 尾﨑　綾音      ｵｻﾞｷ ｱﾔﾈ        中3

 7  1008 ファイブテン        愛  媛  1:57.78

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝA            
無差別

  152 吉田　若菜      ﾖｼﾀﾞ ﾜｶﾅ        高1

  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

  153 深川　瑚夏      ﾌｶｶﾞﾜ ｺﾅﾂ       中2

 8  1014 南海朝生田          愛  媛  2:00.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

  206 山下　明梨      ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾘ        中3

  205 浅川　　楓      ｱｻｶﾜ ﾌｳ         高1

  207 永井　咲帆      ﾅｶﾞｲ ｻﾎ         中3

  208 渡邉　琴音      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ       中2
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補欠  1031 MESSA               愛  媛  2:02.27
MESSA               

補欠  1028 フィッタ松前        愛  媛  2:02.55
ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             中学


