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 1    18 南海朝生田          愛  媛  2:08.28

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            学童
小学５・６年生

  230 浅川　　色      ｱｻｶﾜ ｼｷ         小6

  232 三好　未来      ﾐﾖｼ ﾐｸ          小6

  233 永井　沙耶      ﾅｶﾞｲ ｻﾔ         小6

  231 周防俊之介      ｽｵｳ ｼｭﾝﾉｽｹ      小6

 2     5 南海ＤＣ            愛  媛  2:07.10

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学５・６年生

   87 岡村　亜優      ｵｶﾑﾗ ｱﾕ         小6

   73 立石　凌翔      ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳﾄ       小6

   88 浦上　眞愛      ｳﾗｶﾐ ﾏﾅ         小6

   71 窪田　　樹      ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ        小6

 3    24 フィッタ松山        愛  媛  2:04.71

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学５・６年生

  283 田坂　優成      ﾀｻｶ ﾕｳｾｲ        小6

  305 樋口　澪唯      ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ         小6

  306 戎森かんな      ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ      小5

  286 窪田　雄斗      ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ        小6

 4    27 コミュニティ        愛  媛  2:00.04

ｺﾐｭﾆﾃｨ              学童
小学５・６年生

  360 大加田　凌      ｵｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ       小6

  374 戎　　真花      ｴﾋﾞｽ ﾏﾅｶ        小5

  373 前田　唯菜      ﾏｴﾀﾞ ﾕｲﾅ        小5

  358 浦崎　昂楽      ｳﾗｻｷ ﾀｶﾗ        小6

 5     4 五百木ＳＣ          愛  媛  2:00.76

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学５・６年生

   21 髙岡　海斗      ﾀｶｵｶ ｶｲﾄ        小6

   19 坂口　颯馬      ｻｶｸﾞﾁ ｿｳﾏ       小6

   52 沼野佑未華      ﾇﾏﾉ ﾕﾐｶ         小6

   51 芝　　咲菜      ｼﾊﾞ ｻｷﾅ         小6

 6    11 Z-UP                愛  媛  2:05.15

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             学童
小学５・６年生

  155 世良　智希      ｾﾗ ﾄﾓｷ          小6

  163 越智　彩水      ｵﾁ ｱﾐ           小6

  164 山本　彩実      ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ         小5

  151 大脊戸敬汰      ｵｵｾﾄﾞ ｹｲﾀ       小6

 7    35 コナミ松山          愛  媛  2:08.01

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童
小学５・６年生

  473 梶田　洸貴      ｶｼﾞﾀ ｺｳｷ        小5

  484 野木こころ      ﾉｷﾞ ｺｺﾛ         小5

  485 大西　美憂      ｵｵﾆｼ ﾐﾕ         小5

  471 黒野　裕馬      ｸﾛﾉ ﾕｳﾏ         小5

 8    17 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:08.53

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学５・６年生

  194 岡本　大翔      ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ        小6

  211 浅井　七海      ｱｻｲ ﾅﾅﾐ         小6

  212 三浦　花菜      ﾐｳﾗ ｶﾅ          小6

  196 菊池　真弥      ｷｸﾁ ﾏｻﾔ         小6
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補欠    19 アズサ松山          愛  媛  2:08.96
ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            学童

補欠    21 マコトSC双葉        愛  媛  2:09.47
ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             学童


