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 1  1004 南海ＤＣ            愛  媛  2:26.44 *a

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学３・４年生

  104 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小3

   98 越智心桜莉      ｵﾁ ﾐｵﾘ          小4

   83 永田　　空      ﾅｶﾞﾀ ｿﾗ         小4

   84 髙橋　昂大      ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ        小4

 2  1016 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:24.44

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学３・４年生

  235 山田優里也      ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾘﾔ        小4

  238 岡本　望愛      ｵｶﾓﾄ ﾓｱ         小4

  221 大谷　星悟      ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ      小4

  219 井関　浩雅      ｲｾｷ ｺｳｶﾞ        小4

 3  1003 五百木ＳＣ          愛  媛  2:20.34

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学３・４年生

   62 田村　　菫      ﾀﾑﾗ ｽﾐﾚ         小4

   44 伊藤　諒成      ｲﾄｳ ﾘｮｳｾｲ       小4

   45 小笠原優希      ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ      小4

   66 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小4

 4  1025 フィッタ松山        愛  媛  2:15.38

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学３・４年生

  324 辻田　裕真      ﾂｼﾞﾀ ﾕｳﾏ        小4

  325 駄場　匠介      ﾀﾞﾊﾞ ｼｮｳｽｹ      小4

  346 高山　結衣      ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ         小4

  347 吉田　千暁      ﾖｼﾀﾞ ﾁｱｷ        小4

 5  1006 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  2:17.70

ESRT                学童
小学３・４年生

  115 久保翔太郎      ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ      小4

  116 中田　陸翔      ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ         小4

  127 内田　侑花      ｳﾁﾀﾞ ﾕｶ         小4

  126 小椋　萌可      ｵｸﾞﾗ ﾓｶ         小4

 6  1022 マコトSC双葉        愛  媛  2:21.98

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             学童
小学３・４年生

  282 佐藤凛汰朗      ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ       小4

  283 山田　睦己      ﾔﾏﾀﾞ ﾑﾂｷ        小4

  300 濵田　瑠美      ﾊﾏﾀﾞ ﾙﾐ         小4

  298 長井凜々花      ﾅｶﾞｲ ﾘﾘｶ        小4

 7  1013 ファイブテン        愛  媛  2:26.44 *a

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学３・４年生

  207 藤田　真央      ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ         小4

  206 星田　京美      ﾎｼﾀ ﾐﾔﾋﾞ        小4

  190 一井　克斗      ｲﾁｲ ｶﾂﾄ         小4

  192 大滝　陽平      ｵｵﾀｷ ﾖｳﾍｲ       小4

 8  1008 西条ＳＣ            愛  媛  2:27.68

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学３・４年生

  137 塩出　大剛      ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ      小4

  156 石川　葉月      ｲｼｶﾜ ﾊﾂﾞｷ       小4

  157 川上　　藍      ｶﾜｶﾐ ｱｲ         小3

  139 三宅　裕貴      ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ         小4
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補欠  1033 Ryuow               愛  媛  2:29.17
ryuow               学童

補欠  1038 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  2:29.33
ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            学童


