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 1     1 フィッタ新居浜      愛  媛  3:20.44

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            学童
小学１・２年生

   14 星田　京美      ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ        小2

   15 秦　　桐子      ﾊﾀ ｷﾘｺ          小2

   11 町田　真海      ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ        小2

   12 伊藤　夏樹      ｲﾄｳ ﾅﾂｷ         小1

 2    12 ファイブテン        愛  媛  3:14.08

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学１・２年生

  192 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小2

  180 向井　蒼空      ﾑｶｲ ｿﾗ          小1

  178 一井　克斗      ｲﾁｲ ｶﾂﾄ         小2

  193 澤井　結希      ｻﾜｲ ﾕｳｷ         小2

 3    37 コナミ松山          愛  媛  3:03.00

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童
小学１・２年生

  489 森川　絵理      ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ         小2

  478 兵頭　悠晟      ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ     小2

  491 清田　俐帆      ｷﾖﾀ ﾘﾎ          小2

  479 友近　立伸      ﾄﾓﾁｶ ﾘｭｳｼﾝ      小2

 4    22 フィッタ松山        愛  媛  2:49.65

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学１・２年生

  301 駄馬　匠介      ﾀﾞﾊﾞ ｼｮｳｽｹ      小2

  298 田井　雄斗      ﾀｲ ﾕｳﾄ          小2

  322 荒谷　結奏      ｱﾗﾀﾆ ﾕｶﾅ        小2

  321 吉田　千暁      ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ        小2

 5     2 五百木ＳＣ          愛  媛  3:00.41

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学１・２年生

   47 伊藤　諒成      ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ       小2

   70 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小2

   68 田村　　菫      ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ         小2

   48 小笠原優希      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ      小2

 6     8 西条ＳＣ            愛  媛  3:12.43

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学１・２年生

  141 宮野　心花      ﾐﾔﾉ ｺﾊﾅ         小1

  140 石川　葉月      ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ       小2

  128 三宅　裕貴      ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ         小2

  127 塩出　大剛      ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ      小2

 7     7 南海ＤＣ            愛  媛  3:14.59

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学１・２年生

  106 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小1

  105 越智心桜莉      ｵﾁ ﾐｵﾘ          小2

   86 永田　　空      ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ         小1

   84 髙橋　昂大      ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ        小2

 8    25 リー保内            愛  媛  3:25.45

ﾘｰﾎﾅｲ               学童
小学１・２年生

  337 玉井　淳規      ﾀﾏｲ ｱﾂｷ         小2

  351 中田　桃歌      ﾅｶﾀ ﾓﾓｶ         小2

  353 天野　衣音      ｱﾏﾉ ｲｵ          小2

  336 谷口　　廉      ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ        小2
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補欠    15 八幡浜ＳＣ          愛  媛  3:32.97
ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童


