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 1    30 リー保内            愛  媛  2:31.73

ﾘｰﾎﾅｲ               学童
小学３・４年生

  396 下田　天海      ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ        小4

  384 上川　颯斗      ｳｴｶﾜ ﾊﾔﾄ        小4

  397 山中　紗和      ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ         小4

  382 菊池　陸人      ｷｸﾁ ﾘｸﾄ         小4

 2    12 西条ＳＣ            愛  媛  2:30.17

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学３・４年生

  171 三浦　珠季      ﾐｳﾗ ﾀﾏｷ         小3

  143 荒砂亜沙飛      ｱﾗｽﾅ ｱｻﾋ        小4

  165 石川さくら      ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ        小4

  146 藤田　颯斗      ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ        小4

 3    39 コナミ松山          愛  媛  2:18.69

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童
小学３・４年生

  518 野木こころ      ﾉｷﾞ ｺｺﾛ         小4

  510 梶田　洸貴      ｶｼﾞﾀ ｺｳｷ        小4

  519 大西　美憂      ｵｵﾆｼ ﾐﾕ         小4

  509 黒野　裕馬      ｸﾛﾉ ﾕｳﾏ         小4

 4     4 五百木ＳＣ          愛  媛  2:14.57

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学３・４年生

   71 芝　　怜菜      ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         小3

   39 大西　龍玄      ｵｵﾆｼ ﾘｭｳｹﾞﾝ     小4

   67 河井　　萌      ｶﾜｲ ﾓｴ          小4

   38 瀬戸　蒼陽      ｾﾄ ｱｵﾔ          小4

 5    27 フィッタ松山        愛  媛  2:16.74

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学３・４年生

  356 戎森かんな      ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ      小4

  337 坪内　聰典      ﾂﾎﾞｳﾁ ｿｳｽｹ      小4

  357 成城　美和      ﾅﾙｷ ﾐﾜ          小4

  338 野田旺太郎      ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       小4

 6    20 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:26.09

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学３・４年生

  266 小西　麗愛      ｺﾆｼ ﾘｴ          小4

  252 浅井創太朗      ｱｻｲ ｿｳﾀﾛｳ       小4

  270 川本　葵里      ｶﾜﾓﾄ ｱｲﾘ        小3

  247 泉　慎之介      ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ      小4

 7     2 フィッタ新居浜      愛  媛  2:30.81

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            学童
小学３・４年生

   20 中山　美翔      ﾅｶﾔﾏ ﾐｳ         小4

    6 町田　夏紀      ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ        小4

   18 天川谷美宙      ｱﾏｶﾜﾔ ﾁｭﾗ       小4

    7 山口　将貴      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ      小4

 8     5 かしま道後          愛  媛  2:33.59

ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ            学童
小学３・４年生

   90 片山瑠々花      ｶﾀﾔﾏ ﾙﾙｶ        小4

   81 橋本　青明      ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｱｷ       小4

   89 井上　莉子      ｲﾉｳｴ ﾘｺ         小4

   80 羽田野颯太      ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ         小4
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補欠     8 南海ＤＣ            愛  媛  2:35.77
ﾅﾝｶｲDC              学童

補欠    16 Z-UP                愛  媛  2:36.44
ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             学童


