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 1組
 1

 2

 3  1142 南海ＤＣ            愛  媛

ﾅﾝｶｲDC              
CS

  487 井上　紗奈      ｲﾉｳｴ ｻﾅ         高1

  486 柿内　胡華      ｶｷｳﾁ ｺﾊﾅ        高1

  485 川連いつき      ｶﾜﾂﾚ ｲﾂｷ        高3

  488 丹下　温楓      ﾀﾝｹﾞ ﾊﾙｶ        高1

 4  1024 ジャパン丸亀        香  川  4:09.00

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾙ            
CS

 5  1051 伊藤ＳＳ            香  川  4:15.00

ｲﾄｳSS               
CS

  150 荒木　紗弥      ｱﾗｷ ｻﾔ          中3

  149 山﨑ひかる      ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ        高1

  147 亀井　未羽      ｶﾒｲ ﾐｳ          高1

  148 谷口みなみ      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ       高1

 6

 7

 8
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 2組
 1  1102 ハッピー阿南        徳  島  4:02.02

ﾊｯﾋﾟｰｱﾅﾝ            
CS

  320 林　　怜花      ﾊﾔｼ ﾚｲｶ         高1

  317 湯浅　詩音      ﾕｱｻ ｼｵﾝ         高3

  319 大地　彩加      ｵｵﾁ ｱﾔｶ         高2

  318 富永　実央      ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｵ        高3

 2  1132 五百木ＳＣ          愛  媛  4:00.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
CS

  455 芝　　咲菜      ｼﾊﾞ ｻｷﾅ         中3

  451 岡本　美里      ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ        高1

  450 秀野　亜耶      ｼｭｳﾉ ｱﾔ         高1

  449 秀野　由光      ｼｭｳﾉ ﾕﾐ         高3

 3  1070 サンダーＳＳ        香  川  3:56.00

ｻﾝﾀﾞｰSS             
CS

  214 高橋美沙姫      ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ        高2

  211 伊丹　千晴      ｲﾀﾐ ﾁﾊﾙ         高3

  212 高田　真菜      ﾀｶﾀ ﾏﾅ          高3

  217 鎌田　菜月      ｶﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ        中3

 4  1157 八幡浜ＳＣ          愛  媛  3:52.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
CS

  555 菊地　真碧      ｷｸﾁ ﾏﾐ          高2

  557 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         高1

  556 泉　　遥叶      ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ        高2

  554 平田　美幸      ﾋﾗﾀ ﾐﾕｷ         高3

 5  1213 ZEYO-ST             高  知  3:55.00

ZEYO-ST             
CS

  861 矢部瀬里香      ﾔﾍﾞ ｾﾘｶ         高2

  866 西ノ内春々      ﾆｼﾉｳﾁ ｼｭﾉ       中3

  862 山下　理子      ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ         高1

  860 松木　琴美      ﾏﾂｷﾞ ｺﾄﾐ        高3

 6  1037 ジャパン観          香  川  4:00.00

Jｶﾝｵﾝｼﾞ             
CS

 7  1218 NSP高知             高  知  4:00.00

NSPｺｳﾁ              
CS

 8  1082 JSSセンコー         香  川  4:06.00

JSSｾﾝｺｰ             
CS

  251 尾上　莉沙      ｵﾉｴ ﾘｻ          中3

  250 酒井　風歌      ｻｶｲ ﾌｳｶ         中3

  249 成田　佳乃      ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ         高1

  247 林田　望実      ﾊﾔｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ      高3


