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 1組
 1

 2  1003 西条ＳＣ            愛  媛  3:00.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            
無差別

  178 山内　美音      ﾔﾏｳﾁ ﾐｵﾝ        小2

  181 小池　真生      ｺｲｹ ﾏｵ          小2

  180 丸内里衣菜      ﾏﾙｳﾁ ﾘｲﾅ        小2

  179 三宅　玲奈      ﾐﾔｹ ﾚｲﾅ         小2

 3  1007 ファイブテン        愛  媛  2:24.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  258 弓立　結香      ﾕﾀﾞﾃ ﾕｲｶ        小4

  256 細川　美海      ﾎｿｶﾜ ﾐﾐ         小4

  261 深川　花夏      ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾅ        小3

  257 二宮　花音      ﾆﾉﾐﾔ ｶﾉﾝ        小4

 4  1026 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  2:00.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
無差別

  591 成城　美和      ﾅﾙｷ ﾐﾜ          中2

  594 釘宮　遥花      ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ       中1

  597 大石　晶夢      ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ        中1

  595 上野　琉依      ｳｴﾉ ﾙｲ          中1

 5  1012 アズサ松山          愛  媛  2:02.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  332 宮内結衣子      ﾐﾔｳﾁ ﾕｲｺ        中2

  330 寺坂　　栞      ﾃﾗｻｶ ｼｵﾘ        高2

  338 大谷　心咲      ｵｵﾀﾆ ﾐｻｷ        小6

  333 中野　瑞菜      ﾅｶﾉ ﾐｽﾞﾅ        中2

 6  1030 しまなみSC          愛  媛  2:33.26

ｼﾏﾅﾐSC              
無差別

  673 越智　　葵      ｵﾁ ｱｵｲ          小4

  672 日淺　　華      ﾋｱｻ ﾊﾅ          小4

  676 岡本　心桜      ｵｶﾓﾄ ﾐｵ         小3

  671 別府　明彩      ﾍﾞｯﾌﾟ ﾒｲｻ       小4
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 2組
 1  1016 石原ＳＣ            愛  媛  1:59.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  389 樋口　澪唯      ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ         中3

  392 兵頭　まい      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｲ       小6

  387 幸田　夢月      ｺｳﾀﾞ ﾕｽﾞｷ       高1

  390 上甲　涼帆      ｼﾞｮｳｺｳ ｽｽﾞﾎ     中1

 2  1028 コナミ松山          愛  媛  1:56.00

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             
無差別

  637 野木こころ      ﾉｷﾞ ｺｺﾛ         中2

  638 大西　美憂      ｵｵﾆｼ ﾐﾕ         中2

  635 水谷　　彩      ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾔ        高2

  639 細川みなみ      ﾎｿｶﾜ ﾐﾅﾐ        中1

 3  1009 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:52.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  277 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        高2

  279 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        高1

  275 平田　美幸      ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         高3

  278 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         高1

 4  1022 コミュニティ        愛  媛  1:50.00

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
無差別

 5  1002 五百木ＳＣ          愛  媛  1:51.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

   43 芝　　咲菜      ｼﾊﾞ ｻｷﾅ         中3

   40 岡本　美里      ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ        高1

   38 桑村　七海      ｸﾜﾑﾗ ﾅﾅﾐ        高3

   37 秀野　由光      ｼｭｳﾉ ﾕﾐ         高3

 6  1025 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  1:55.00

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            
無差別

  593 豊田明歩実      ﾄﾖﾀ ｱﾕﾐ         中1

  596 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         中1

  592 菅　　百花      ｶﾝ ﾓﾓｶ          中2

  590 吉田　芽央      ﾖｼﾀﾞ ﾒｵ         中3

 7  1006 ファイブテン        愛  媛  1:56.50

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  244 深川　瑚夏      ﾌｶｶﾞﾜ ｺﾅﾂ       高1

  245 神野　朱里      ｼﾞﾝﾉ ｼｭﾘ        中3

  246 神野　桃花      ｼﾞﾝﾉ ﾓﾓｶ        中3

  249 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         中1

 8  1019 フィッタ重信        愛  媛  2:00.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            
無差別

  469 田丸　一花      ﾀﾏﾙ ｲﾁｶ         小6

  465 中野　　優      ﾅｶﾉ ﾕｳ          中2

  467 越智　佳澄      ｵﾁ ｶｽﾐ          小6

  464 川原　　葵      ｶﾜﾊﾗ ｱｵｲ        高2


