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 1    35 石原ＳＣ　B         愛  媛  1:44.06

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

 2    27 南海朝生田　A       愛  媛  1:43.39

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            
無差別

  299 今城　拓海      ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ      高1

  298 濱浦　了輔      ﾊﾏｳﾗ ﾘｮｳｽｹ      高1

  300 宇都宮蒼史      ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ       中3

  302 笠原　拓真      ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾏ        中3

 3    25 八幡浜ＳＣ          愛  媛  1:42.33

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

 4     7 南海ＤＣ　A         愛  媛  1:40.18

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

 5    34 石原ＳＣ　A         愛  媛  1:40.83

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  1:42.42

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  1:43.65

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    11 エリエールSC        愛  媛  1:44.28

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
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補欠    32 マコトSC双葉        愛  媛  1:45.64
ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             

補欠     8 南海ＤＣ　B         愛  媛  1:45.91
ﾅﾝｶｲDC              


