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 1    16 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:29.72

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学３・４年生

  220 川本　葵里      ｶﾜﾓﾄ ｱｲﾘ        小4

  206 二宮蒼志郎      ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｼﾛｳ      小3

  205 土居　陸翔      ﾄﾞｲ ﾘｸﾄ         小3

  217 井上日菜子      ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ        小4

 2    28 コミュニティ        愛  媛  2:23.60

ｺﾐｭﾆﾃｨ              学童
小学３・４年生

  368 大加田元輝      ｵｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ      小4

  369 櫻井　理道      ｻｸﾗｲ ﾏｻﾐﾁ       小4

  379 木田　朋魅      ｷﾀﾞ ﾄﾓﾐ         小4

  380 宝本　和花      ﾀｶﾗﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ      小4

 3    13 ファイブテン        愛  媛  2:21.37

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学３・４年生

  173 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       小4

  174 福田　英寿      ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ      小4

  187 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         小4

  185 水野　優那      ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾅ        小4

 4    23 フィッタ松山        愛  媛  2:19.86

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学３・４年生

  310 高山　莉子      ﾀｶﾔﾏ ﾘｺ         小4

  293 高岡　大珂      ﾀｶｵｶ ﾀｲｶﾞ       小3

  292 岡﨑　一彗      ｵｶｻﾞｷ ｲｯｾｲ      小4

  312 赤尾　美澄      ｱｶｵ ﾐｽﾐ         小4

 5     3 五百木ＳＣ          愛  媛  2:20.23

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学３・４年生

   64 芝　　怜菜      ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         小4

   45 池田　昂生      ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ       小3

   35 笹木　俊平      ｻｻｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ      小4

   65 上野　琉依      ｳｴﾉ ﾙｲ          小4

 6    33 フィッタ松前        愛  媛  2:23.21

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             学童
小学３・４年生

  428 三ツ井歩夢      ﾐﾂｲ ｱﾕﾑ         小4

  429 河野　海音      ｺｳﾉ ｶｲﾄ         小4

  447 大石　晶夢      ｵｵｲｼ ﾏｻﾐ        小4

  446 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         小4

 7     6 南海ＤＣ            愛  媛  2:29.63

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学３・４年生

   97 西岡　泉美      ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ       小4

   75 西岡　颯大      ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ        小4

   96 窪田　理子      ｸﾎﾞﾀ ﾘｺ         小4

   77 大野孝太郎      ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ       小4

 8     9 西条ＳＣ            愛  媛  2:30.89

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学３・４年生

  136 図子　　葵      ｽﾞｼ ｱｵｲ         小4

  124 野川　　陸      ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ         小3

  122 三宅　海士      ﾐﾔｹ ｶｲﾄ         小4

  138 鳥取　実結      ﾄｯﾄﾘ ﾐﾕｳ        小4
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補欠    20 アズサ松山          愛  媛  2:37.10
ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            学童

補欠    36 コナミ松山          愛  媛  2:44.68
ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童


