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無差別
 順位   記録組/水 氏名 所属 学年  

1    26.9315/4 石丸　帆夏      石原ＳＣ        高2 級

2    27.1215/5 三好　温子      八幡浜ＳＣ      高1 級

3    27.7015/6 井上　紗奈      南海ＤＣ        中2 級

4    27.8015/3 岩間　薫乃      新田高          高2
級

5    28.2015/1 坂本　結虹      八幡浜ＳＣ      高3
級

6    28.2415/2 矢野　萌佳      八幡浜ＳＣ      高3
級

7    28.2614/1 兵頭　里美      フィッタ松山    高1
級

8    28.5315/7 戎　　真花       コミュニティ    小6 級

9    28.7115/8 前田　唯菜      コミュニティ    小6 級

10    28.7714/5 毛利　紀葉      フィッタ松山    高2
級

11    28.8914/4 深川　瑚夏      ファイブテン    中2
級

12    29.4314/3 中村　美心      コミュニティ    中1
級

13    29.6414/7 荻山　次美      フィッタ松前    中2
級

14    29.8714/6 矢狭　萌梨      コミュニティ    中1
級

15    29.97 13/5 吉田　芽央      フィッタ松前    中1
級

16    30.3114/8 尾﨑　綾音      コミュニティ    中3
級

17    30.40 13/3 宮内結衣子     南海ＤＣ        小6
級

18    30.5514/2 林　　　花        瀬戸内温泉      中2
級

19    30.59 13/4 戎森かんな     フィッタ松山    小6
級

20    30.60 13/7 浜根　梨桜      ファイブテン    中3                               
級

21    30.7812/2 野口　彩花      フィッタ重信    中2
級

22    30.92 13/1 稲瀬　歩夢      八幡浜ＳＣ      高1
級

23    30.93 13/6 中野　　優       南海ＤＣ        小6
級

24    31.14 13/2 天川谷美宙     フィッタ新居浜  小6
級
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25    31.2812/4 松本　香鈴      Ryuow           中1
級

26    31.3912/5 堀口　萌維      アズサ松山      中2
級

27    31.4312/7 尾﨑　嘉音      コミュニティ    小6
級

28    31.5112/3 長尾　侑美      フィッタ松前    中3
級

29    31.5412/6 丹　悠乃亜      西条ＳＣ        中3
級

30    31.66 13/8 長岡　一華      Ryuow           中2
級

31    31.7710/7 清家　美羽      フィッタ松山    小5
級

32    31.7812/8 藤岡　　凛       フィッタ松山    小6
級

33    31.9012/1 石川さくら      西条ＳＣ        小6
級

34    31.99 11/6 中山　美翔      西条ＳＣ        小6
級

35    32.04 11/4 越智　彩水      Z-UP            中1                               
級

36    32.25 11/2 川原　　葵       フィッタ重信    中3
級

37    32.26 6/6 前田明日香     Ryuow           小6                               
級

37    32.26 7/6 菅原　愛菜      Ｂ＆Ｇ愛南      中1                               
級

39    32.29 11/7 西岡奈津樹     フィッタ松山    小5
級

40    32.5410/5 西岡　泉美      南海ＤＣ        小5
級

41    32.56 11/1 水田結依子     マコトSC双葉    小5
級

42    32.5710/3 秋山　莉子      コミュニティ    小6
級

43    32.5910/4 奥村　美祐      コナミ松山      中1
級

44    32.85 11/5 和田　涼花      フィッタ松前    中3
級

45    32.96 11/3 寺坂　　栞       アズサ松山      中3
級

46    32.989/3 森田　真矢      瀬戸内温泉      小5
級

47    33.04 11/8 山中　紗和      リー保内        小6
級

48    33.139/6 釘宮　遥花      フィッタ松前    小5
級

49    33.1510/6 山田　蒼依      フィッタ松前    中1
級

50    33.229/7 大石　晶夢      フィッタ松前    小5
級
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51    33.278/3 菅　　百花       フィッタ松前    小6
級

52    33.318/6 若藤　文萌      AzuMax          中1
級

53    33.4610/2 戒能　未咲      アズサ松山      中2
級

54    33.5210/8 宇都宮未来     コミュニティ    小6
級

55    33.648/4 吉田　千暁      フィッタ松山    小3 級

56    33.748/7 大谷　心咲      フィッタ松山    小4
級

57    33.75 7/5 高山　結衣      フィッタ松山    小3 級

58    33.89 7/2 窪田　明依      八幡浜ＳＣ      小5                               
級

59    33.939/2 図子　　葵       西条ＳＣ        小5
級

60    34.00 7/3 井上日菜子     八幡浜ＳＣ      小5
級

61    34.018/2 鳥取　実結      西条ＳＣ        小5
級

62    34.0910/1 川本　葵里      八幡浜ＳＣ      小5
級

63    34.168/1 兵頭　凜和      コミュニティ    小5
級

64    34.268/8 宮野　心寧      西条ＳＣ        小6
級

65    34.369/8 佐伯　光梨      南海ＤＣ        小6
級

66    34.61 7/4 石井　　和       リー保内        小5
級

67    34.948/5 中村　遙花      ファイブテン    中1
級

67    34.94 6/1 勝木　心晴      フィッタ松前    小4
級

69    35.46 7/7 窪田　理子      南海ＤＣ        小5
級

69    35.46 5/1 山田優里也     八幡浜ＳＣ      小3
級

71    35.55 7/1 二宮　清香      八幡浜ＳＣ      小6
級

72    35.61 6/4 桝本祐喜乃     フィッタ松前    小5
級

73    35.73 6/7 宮中　彩希      リー保内        小5
級

74    35.85 5/2 藤田　莉帆      八幡浜ＳＣ      小4                               
級

75    35.92 5/3 三野　朱音      南海ＤＣ        小5
級

76    35.96 5/5 今城　姫桜      ファイブテン    小4
級
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77    36.49 7/8 高橋　杏実      ファイブテン    小4
級

77    36.49 6/2 田丸　一花      フィッタ重信    小4                               
級

77    36.49 5/7 大橋　梨央      南海ＤＣ        小5
級

80    36.73 5/4 石川　愛花      西条ＳＣ        小5
級

81    36.82 5/8 秋山　清香      西条ＳＣ        小5
級

82    37.20 6/5 大西　紗羅      リー保内        小4
級

83    37.354/4 澤井　千紘      ファイブテン    小5
級

83    37.35 5/6 日野姫花李     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4
級

85    37.37 6/8 文田　愛心      Z-UP            小4
級

86    37.65 6/3 内田　侑花      ｴﾘｴｰﾙSRT       小3
級

86    37.654/6 渡邊　心暖      Ryuow           小5
級

88    37.893/6 中村　海心      南海ＤＣ        小5
級

89    38.104/7 兵頭　まい      石原ＳＣ        小4
級

90    38.264/5 山内　香音      西条ＳＣ        小4
級

91    38.423/7 吉村　友結      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小5
級

92    38.482/7 中矢　歩結      フィッタ松前    小4
級

93    38.724/1 徳永　莉子      アズサ松山      小6
級

94    38.813/5 濱　さくら       フィッタ松山    小3
級

95    39.034/3 長井　　心       南海ＤＣ        小6
級

96    39.113/2 藤井　里歩      南海ＤＣ        小4
級

97    39.263/8 西田　瑚雪      フィッタ松山    小2
級

98    39.392/3 河野　心虹      西条ＳＣ        小4
級

99    39.523/3 二宮　悠梨      八幡浜ＳＣ      小5
級

100    39.863/4 乃万　美嘉      フィッタ松山    小2
級

101    40.453/1 竹下　晴菜      フィッタ重信    小5
級

102    40.664/8 大澤　由芽      Ryuow           小5
級
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103    40.762/4 川村　樹杏      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小4
級

104    41.202/5 黒田　心春      フィッタ松前    小4
級

105    41.55 1/5 加地　優茉      フィッタ重信    小4
級

106    42.622/6 石川　葉月      西条ＳＣ        小3
級

107    43.632/2 松本　結奈      Ryuow           小4
級

108    43.902/1 阿河　遥香      西条ＳＣ        小4
級

109    44.70 1/3 能瀬　奏歩      ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小2
級

110    46.02 1/4 星山　心結      フィッタ松山    小2                               
級

111    48.19 1/6 岡田ひなた     Ryuow           小2
級

112    50.82 1/2 佐々木悠良     ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予    小3
級

失格2/8 土井　陽葵      フィッタ松山    小2

棄権4/2 石口　佑奈      Ｂ＆Ｇ愛南      小4

棄権9/4 今井　葉月      フィッタ松前    小6

棄権9/1 小西　麗愛      八幡浜ＳＣ      小6

棄権9/5 中野　瑞菜      アズサ松山      小6
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