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 1組
 1

 2

 3    22 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ　C          愛  媛  2:30.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
無差別

  232 藤田　　翔      ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ        小4

  234 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       小3

  235 福田　英寿      ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ      小3

  236 佐藤　　光      ｻﾄｳ ﾋｶﾙ         小3

 4     1 フィッタ新居浜      愛  媛  2:17.00

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            
無差別

    1 山口誉志成      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ      中1

    2 永井　勇志      ﾅｶﾞｲ ﾕｳｼ        小6

    4 町田　夏紀      ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ        小4

    3 浦川　　来      ｳﾗｶﾜ ﾗｲ         小5

 5    14 西条ＳＣ　B         愛  媛  2:30.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
無差別

  152 宮﨑　琉雅      ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｶﾞ     小3

  147 橋本　歩武      ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾑ        小5

  149 荒砂亜沙飛      ｱﾗｽﾅ ｱｻﾋ        小4

  151 藤田　颯斗      ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ        小4

 6

 7

 8
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 2組
 1    41 フィッタ重信        愛  媛  2:06.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            中学
無差別

  441 西原　快進      ﾆｼﾊﾗ ｶｲｼﾝ       中1

  442 神尾　　樹      ｶﾐｵ ｲﾂｷ         中1

  439 山田　丈偉      ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｮｳｲ      中1

  440 藤野　恵多      ﾌｼﾞﾉ ｹｲﾀ        中1

 2    28 南海朝生田　B       愛  媛  2:00.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            中学
無差別

  301 越智龍之介      ｵﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ       中3

  302 笠原　拓真      ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾏ        中3

  304 植田　悠大      ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ      中2

  306 増田　頼人      ﾏｽﾀﾞ ﾖﾘﾄ        中2

 3    21 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ　B          愛  媛  1:56.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  223 森田　瑠海      ﾓﾘﾀ ﾙｶ          中2

  222 北岡　玲男      ｷﾀｵｶ ﾚｵ         中2

  225 近藤　佐介      ｺﾝﾄﾞｳ ｻｽｹ       中1

  226 白石　　海      ｼﾗｲｼ ｶｲ         小6

 4    39 フィッタ松山        愛  媛  1:53.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  405 一色明日斗      ｲｯｼｷ ｱｽﾄ        小6

  402 二宮　一宙      ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ      高1

  400 南　　和希      ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｷ        高1

  410 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        小5

 5     8 南海ＤＣ　B         愛  媛  1:55.00

ﾅﾝｶｲDC              
無差別

   76 天野　尚太      ｱﾏﾉ ｼｮｳﾀ        高1

   82 濱家　隆佑      ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ      中3

   83 石崎慎之介      ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     中2

   79 今本真二郎      ｲﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ     高1

 6    18 Z-UP                愛  媛  2:00.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             中学
無差別

  195 田村倫太郎      ﾀﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ       中2

  196 廣瀬　寛人      ﾋﾛｾ ｶﾝﾄ         中2

  197 田村　陸翔      ﾀﾑﾗ ﾘｸﾄ         中1

  193 上岡　史弥      ｳｴｵｶ ﾌﾐﾔ        中2

 7    44 フィッタ松前        愛  媛  2:00.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             
無差別

  527 江崎　隼人      ｴｻﾞｷ ﾊﾔﾄ        中2

  530 津田　颯希      ﾂﾀﾞ ｿｳｷ         小6

  529 隅田　晴彦      ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ       小6

  526 伊藤　　嶺      ｲﾄｳ ﾚｲ          中2

 8    13 西条ＳＣ　A         愛  媛  2:13.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            
無差別

  144 豊田　基資      ﾄﾖﾀ ﾓﾄｼ         小5

  142 藤田　陸斗      ﾌｼﾞﾀ ﾘｸ         小6

  146 鳥取　愛斗      ﾄｯﾄﾘ ｱｲﾄ        小5

  140 野口　航希      ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ        中1
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 3組
 1    37 石原ＳＣ　D         愛  媛  1:50.55

ｲｼﾊﾗ                中学
無差別

  376 高内　優弥      ﾀｶﾅｲ ﾕｳﾔ        中3

  375 横田　悠樹      ﾖｺﾀ ﾕｳｷ         中3

  384 友澤　雅崇      ﾄﾓｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ      中2

  385 大井　義之      ｵｵｲ ﾖｼﾕｷ        中2

 2     7 南海ＤＣ　A         愛  媛  1:50.00

ﾅﾝｶｲDC              高校
無差別

   72 天野　直人      ｱﾏﾉ ﾅｵﾄ         高3

   74 荻原　裕貴      ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ       高2

   77 三好　　諒      ﾐﾖｼ ﾘｮｳ         高1

   73 山口　拓巳      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ       高2

 3     3 五百木ＳＣ          愛  媛  1:50.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

   19 芝　　祐誠      ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ        中3

   22 瀬戸　禅貴      ｾﾄ ﾕｽﾞｷ         中2

   20 仙波　　拓      ｾﾝﾊﾞ ﾀｸ         中2

   17 仙波　　大      ｾﾝﾊﾞ ﾀﾞｲ        高1

 4    46 MESSA　A            愛  媛  1:49.00

MESSA               高校
無差別

  603 源　　謙吾      ﾐﾅﾓﾄ ｹﾝｺﾞ       高1

  601 橋本　　道      ﾊｼﾓﾄ ﾅｵ         高3

  600 下久保一希      ｼﾀｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ      高3

  602 田口裕希久      ﾀｸﾞﾁ ﾕｷﾋｻ       高1

 5    47 MESSA　B            愛  媛  1:49.50

MESSA               中学
無差別

  610 中　　　颯      ﾅｶ ﾊﾔﾃ          中2

  607 薬師寺柊太      ﾔｸｼｼﾞ ｼｭｳﾀ      中3

  608 戸田好士郎      ﾄﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ       中3

  609 二宮龍之輔      ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ     中2

 6     5 かしま道後          愛  媛  1:50.00

ｶｼﾏﾄﾞｳｺﾞ            
無差別

   44 澤田慎二郎      ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ     高1

   45 井手　亮佑      ｲﾃﾞ ﾘｮｳｽｹ       中3

   46 藤田　雄大      ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ      中2

   47 桂　　瑠星      ｶﾂﾗ ﾘｭｳｾｲ       中2

 7    36 石原ＳＣ　C         愛  媛  1:50.00

ｲｼﾊﾗ                中学
無差別

  379 森本　耕大      ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ      中2

  383 曽我部望晏      ｿｶﾞﾍﾞ ﾉｱ        中2

  378 月原　　楓      ﾂｷﾊﾗ ｶｴﾃﾞ       中3

  380 大野　幹太      ｵｵﾉ ｶﾝﾀ         中2

 8    42 Ryuow               愛  媛  1:52.00

ryuow               
無差別

  497 冨山　快生      ﾄﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ       中2

  496 上岡　駿介      ｳｴｵｶ ｼｭﾝｽｹ      中3

  503 篠﨑　　翔      ｼﾉｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ      小5

  495 小田原雅典      ｵﾀﾞﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ      中3
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 4組
 1    11 エリエールSC        愛  媛  1:45.80

ｴﾘｴｰﾙSC             
無差別

  116 杉内瑚太郎      ｽｷﾞｳﾁ ｺﾀﾛｳ      高1

  114 三木　海渡      ﾐｷ ｶｲﾄ          高2

  115 梅田　昇樹      ｳﾒﾀﾞ ｼｮｳｷ       高2

  118 秋山　太志      ｱｷﾔﾏ ﾀｲｼ        中2

 2    35 石原ＳＣ　B         愛  媛  1:44.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  371 荻原　和樹      ｵｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞｷ      高1

  370 井上　洸希      ｲﾉｳｴ ｺｳｷ        高1

  374 薬師寺康輔      ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ      中3

  377 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       中3

 3    27 南海朝生田　A       愛  媛  1:42.00

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

  298 濱浦　了輔      ﾊﾏｳﾗ ﾘｮｳｽｹ      高1

  299 今城　拓海      ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ      高1

  300 宇都宮蒼史      ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ       中3

  305 田口　彼威      ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ        中2

 4    25 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:41.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             
無差別

  250 川本　雄斗      ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾄ        高2

  254 菅　　海斗      ｶﾝ ｶｲﾄ          中3

  253 川本　　翔      ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳ        中3

  249 三好　健介      ﾐﾖｼ ｹﾝｽｹ        高3

 5    34 石原ＳＣ　A         愛  媛  1:41.00

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  368 原田　恭佑      ﾊﾗﾀﾞ ｷｮｳｽｹ      高3

  369 花山　天晴      ﾊﾅﾔﾏ ﾃﾝｾｲ       高2

  367 村田　健太      ﾑﾗﾀ ｹﾝﾀ         大3

  373 安田健太朗      ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ      中3

 6    30 アズサ松山          愛  媛  1:42.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
無差別

  317 長尾　息吹      ﾅｶﾞｵ ｲﾌﾞｷ       高1

  316 大政　勝喜      ｵｵﾏｻ ﾏｻｷ        高1

  322 山下　大智      ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲﾁ       中3

  315 山下　由真      ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾏ        高2

 7    20 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ　A          愛  媛  1:45.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             
無差別

  217 高橋　快嬉      ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ        高2

  221 藤林　颯杜      ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ    中3

  219 深川　　到      ﾌｶｶﾞﾜ ｲﾀﾙ       高1

  220 川村　　空      ｶﾜﾑﾗ ｿﾗ         高1

 8    32 マコトSC双葉        愛  媛  1:48.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             
無差別

  341 西村　尚樹      ﾆｼﾑﾗ ﾅｵｷ        高2

  342 松浦　青波      ﾏﾂｳﾗ ｾｲﾊ        高1

  345 西開地晨平      ﾆｼｶｲﾁ ｼﾝﾍﾟｲ     中2

  344 寺町　力哉      ﾃﾗﾏﾁ ﾘｷﾔ        中2


