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 1  1009 西条ＳＣ            愛  媛

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学５・６年生

  146 三浦　珠季      ﾐｳﾗ ﾀﾏｷ         小6

  147 図子　　葵      ｽﾞｼ ｱｵｲ         小6

  134 三宅　海士      ﾐﾔｹ ｶｲﾄ         小6

  136 野川　　陸      ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ         小5

 2  1039 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            愛  媛  2:03.02

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            学童
小学５・６年生

  483 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         小6

  466 三ツ井歩夢      ﾐﾂｲ ｱﾕﾑ         小6

  469 谷　　琉成      ﾀﾆ ﾘｭｳｾｲ        小6

  482 釘宮　遥花      ｸｷﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ       小6

 3  1005 南海ＤＣ            愛  媛  2:01.07

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学５・６年生

   75 西岡　颯大      ﾆｼｵｶ ｿｳﾀ        小6

   77 大野孝太郎      ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ       小6

   90 三野　朱音      ﾐﾉ ｱｶﾈ          小6

   91 西岡　泉美      ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ       小6

 4  1026 フィッタ松山        愛  媛  1:59.55

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学５・６年生

  338 西岡奈津樹      ﾆｼｵｶ ﾅﾂｷ        小6

  341 清家　美羽      ｾｲｹ ﾐｳ          小6

  318 平野　　資      ﾋﾗﾉ ﾀｽｸ         小6

  319 島田　　希      ｼﾏﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ       小6

 5  1023 マコトSC双葉        愛  媛  2:00.20

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             学童
小学５・６年生

  291 水田結依子      ﾐｽﾞﾀ ﾕｲｺ        小6

  295 髙田　夏帆      ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ         小5

  278 青野　　空      ｱｵﾉ ｿﾗ          小5

  273 松浦　海翔      ﾏﾂｳﾗ ﾐｶﾙ        小6

 6  1014 ファイブテン        愛  媛  2:01.46

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学５・６年生

  184 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       小6

  185 福田　英寿      ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ      小6

  204 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         小6

  205 今城　姫桜      ｲﾏｼﾞｮｳ ｷｻﾗ      小5

 7  1002 五百木ＳＣ          愛  媛  2:04.71

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学５・６年生

   34 森田　碧音      ﾓﾘﾀ ｱｵﾄ         小6

   28 沼野　翔輝      ﾇﾏﾉ ﾄｷ          小6

   54 上田　　凛      ｳｴﾀﾞ ﾘﾝ         小6

   55 芝　　怜菜      ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ         小6

 8  1017 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:09.20

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学５・６年生

  216 土居　陸翔      ﾄﾞｲ ﾘｸﾄ         小5

  217 二宮蒼志郎      ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｼﾛｳ      小5

  227 石井　　和      ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ        小6

  225 井上日菜子      ｲﾉｳｴ ﾋﾅｺ        小6
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補欠  1028 リー保内            愛  媛
ﾘｰﾎﾅｲ               学童


