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 1    24 アズサ松山          愛  媛  2:05.58

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            学童
小学５・６年生

  296 深瀬　夏美      ﾌｶｾ ﾅﾂﾐ         小5

  280 斉藤　大地      ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ       小6

  295 西村絵梨香      ﾆｼﾑﾗ ｴﾘｶ        小6

  283 菊地　空音      ｷｸﾁ ｱｵﾄ         小6

 2    21 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:04.84

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学５・６年生

  258 中岡亜依香      ﾅｶｵｶ ｱｲｶ        小6

  241 岡本　大翔      ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ        小5

  255 松良凜々子      ﾏﾂﾗ ﾘﾘｺ         小6

  239 平田幸太郎      ﾋﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ       小6

 3     7 南海ＤＣ            愛  媛  2:03.99

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学５・６年生

  109 井上　紗奈      ｲﾉｳｴ ｻﾅ         小6

   97 佐伯　遥斗      ｻｴｷ ﾊﾙﾄ         小6

  108 柿内　胡華      ｶｷｳﾁ ｺﾊﾅ        小6

   96 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        小6

 4    28 フィッタ松山        愛  媛  2:01.42

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学５・６年生

  353 山内　涼花      ﾔﾏｳﾁ ｽｽﾞｶ       小6

  335 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        小5

  352 参川かえで      ｻﾝｶﾞﾜ ｶｴﾃﾞ      小6

  330 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        小6

 5    29 リー保内            愛  媛  2:03.37

ﾘｰﾎﾅｲ               学童
小学５・６年生

  390 三嶋　　拓      ﾐｼﾏ ﾋﾗｸ         小6

  379 清家　　宙      ｾｲｹ ｿﾗ          小6

  391 土井　七星      ﾄﾞｲ ﾅﾅｾ         小6

  380 宮中　元輝      ﾐﾔﾅｶ ｹﾞﾝｷ       小6

 6     3 五百木ＳＣ          愛  媛  2:04.03

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学５・６年生

   60 上田　　奏      ｳｴﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ       小6

   25 井上　陽葵      ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ        小6

   56 岡本　美里      ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ        小6

   33 髙岡　海斗      ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ        小5

 7    14 瀬戸内温泉          愛  媛  2:05.50

ｾﾄｳﾁｵﾝｾﾝ            学童
小学５・６年生

  188 林　　　花      ﾊﾔｼ ﾊﾅ          小6

  178 杉本　尚之      ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ      小6

  189 大下　和奏      ｵｵｼﾀ ﾜｶﾅ        小6

  179 矢野　結都      ﾔﾉ ﾕｲﾄ          小6

 8    10 エリエールSC        愛  媛  2:06.12

ｴﾘｴｰﾙSC             学童
小学５・６年生

  130 玉井　うの      ﾀﾏｲ ｳﾉ          小6

  123 高橋　宏輔      ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ       小6

  129 篠原　那緒      ｼﾉﾊﾗ ﾅｵ         小6

  124 藤原　優斗      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ       小5
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補欠    11 西条ＳＣ            愛  媛  2:08.04
ｻｲｼﾞｮｳSC            学童

補欠     6 かしま道後          愛  媛  2:08.98
ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ            学童


