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 1  1006 南海ＤＣ            愛  媛  3:31.02

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学１・２年生

  113 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小2

   90 神野　叶羽      ｼﾞﾝﾉ ﾄﾜ         小2

  112 西岡　蒼依      ﾆｼｵｶ ｱｵｲ        小2

   92 大山　葵生      ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ        小1

 2  1033 コミュニティ        愛  媛  3:27.09

ｺﾐｭﾆﾃｨ              学童
小学１・２年生

  390 井関　　煌      ｲｾｷ ｷﾗ          小2

  405 稲田　好香      ｲﾅﾀﾞ ｺﾉｶ        小2

  404 原　　綾香      ﾊﾗ ｱﾔｶ          小2

  391 畔地　俊輔      ｱｾﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ      小2

 3  1045 コナミ松山          愛  媛  2:58.39

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童
小学１・２年生

  512 八重川　輝      ﾔｴｶﾜ ﾃﾙ         小2

  524 上田　　花      ｳｴﾀﾞ ﾊﾅ         小2

  523 村田　　椛      ﾑﾗﾀ ﾓﾐｼﾞ        小2

  513 辻井　　航      ﾂｼﾞｲ ﾜﾀﾙ        小2

 4  1003 五百木ＳＣ          愛  媛  2:56.17

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学１・２年生

   75 秀野　　葵      ｼｭｳﾉ ｱｵｲ        小2

   52 玉井　央輔      ﾀﾏｲ ｵｳｽｹ        小2

   76 村上　　葵      ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ        小2

   51 上野　球人      ｳｴﾉ ｷｭｳﾄ        小2

 5  1026 フィッタ松山        愛  媛  2:56.57

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学１・２年生

  315 三島　弘義      ﾐｼﾏ ﾋﾛｱｷ        小2

  316 水野　太貴      ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｷ        小2

  334 乃万　美嘉      ﾉﾏ ﾐｶ           小2

  337 西田　瑚雪      ﾆｼﾀﾞ ｺﾕｷ        小2

 6  1035 Ryuow               愛  媛  3:00.58

ryuow               学童
小学１・２年生

  430 上田こはる      ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾙ        小2

  431 岡田ひなた      ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ        小2

  423 井上　幹雄      ｲﾉｳｴ ﾐｷｵ        小2

  422 上岡　莉己      ｳｴｵｶ ﾘｷ         小2

 7  1017 ファイブテン        愛  媛  3:27.43

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学１・２年生

  217 深川　花夏      ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾅ        小1

  207 近藤　壮徽      ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｷ       小2

  216 細川　美海      ﾎｿｶﾜ ﾐﾐ         小2

  206 向井　蒼空      ﾑｶｲ ｿﾗ          小2

 8  1032 リー保内            愛  媛  3:40.33

ﾘｰﾎﾅｲ               学童
小学１・２年生

  378 清水　結生      ｼﾐｽﾞ ﾕｳ         小2

  363 守田　聖陽      ﾓﾘﾀ ﾏｻｱｷ        小1

  375 大西　未桜      ｵｵﾆｼ ﾐｵ         小2

  361 菊池　瑛太      ｷｸﾁ ｴｲﾀ         小2
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補欠  1012 Z-UP                愛  媛  3:53.55
ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             学童


