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 1  1016 石原ＳＣ            愛  媛  1:44.08

ｲｼﾊﾗ                
無差別

  249 花山　虹介      ﾊﾅﾔﾏ ｺｳｽｹ       中3

  245 友澤　雅崇      ﾄﾓｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ      高1

  248 三好　　凜      ﾐﾖｼ ﾘﾝ          中3

  246 廣川勇太郎      ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ      中3

 2  1019 リー保内            愛  媛  1:43.66

ﾘｰﾎﾅｲ               
無差別

  292 谷山　　悠      ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ        中3

  295 清家　　宙      ｾｲｹ ｿﾗ          中2

  293 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        中3

  291 宮中　悠希      ﾐﾔﾅｶ ﾕｳｷ        高1

 3  1003 南海ＤＣ            愛  媛  1:42.08

ﾅﾝｶｲDC              
無差別

   30 濱家　隆佑      ﾊﾏｲｴ ﾘｭｳｽｹ      高2

   29 福永　竜星      ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ     高2

   31 石﨑慎之介      ｲｼｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     高1

   35 大橋　海斗      ｵｵﾊｼ ｶｲﾄ        中2

 4  1013 南海朝生田          愛  媛  1:38.61

ﾅﾝｶｲｱｿｳﾀ            高校
無差別

  197 今城　拓海      ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ      高3

  199 田口　彼威      ﾀｸﾞﾁ ｶﾉｲ        高1

  198 宇都宮蒼史      ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｼ       高2

  200 増田　頼人      ﾏｽﾀﾞ ﾖﾘﾄ        高1

 5  1015 石原ＳＣ            愛  媛  1:40.29

ｲｼﾊﾗ                高校
無差別

  241 薬師寺康輔      ﾔｸｼｼﾞ ｺｳｽｹ      高2

  242 横田　悠樹      ﾖｺﾀ ﾕｳｷ         高2

  244 曽我部望晏      ｿｶﾞﾍﾞ ﾉｱ        高1

  243 大内　一晟      ｵｵｳﾁ ｲｯｾｲ       高2

 6  1001 五百木ＳＣ          愛  媛  1:42.35

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
無差別

    2 芝　　祐誠      ｼﾊﾞ ﾕｳｾｲ        高2

    1 三宅　克明      ﾐﾔｹ ｶﾂｱｷ        高2

    4 松本　海璃      ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾘ        中3

    3 奥本　陽葵      ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｷ        高1

 7  1006 ファイブテン        愛  媛  1:43.96

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝA            
無差別

  142 伊藤　　駿      ｲﾄｳ ｼｭﾝ         高2

  143 北岡　玲男      ｷﾀｵｶ ﾚｵ         高1

  144 白石　　海      ｼﾗｲｼ ｶｲ         中2

  141 藤林　颯杜      ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ    高2

 8  1030 MESSA               愛  媛  1:44.52

MESSA               高校
無差別

  404 福岡　威人      ﾌｸｵｶ ﾀｹﾄ        高2

  405 薬師寺柊太      ﾔｸｼｼﾞ ｼｭｳﾀ      高2

  403 森﨑　智也      ﾓﾘｻｷ ﾄﾓﾔ        高2

  406 二宮龍之輔      ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ     高1
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補欠  1024 コミュニティ        愛  媛  1:45.46
ｺﾐｭﾆﾃｨ              中学

補欠  1005 Z-UP                愛  媛  1:46.25
ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             高校


