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 1  1004 五百木ＳＣ          愛  媛  3:08.37

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学１・２年生

   43 近藤　麻斗      ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾄ       小2

   67 阪田　心結      ｻｶﾀ ﾐﾕ          小1

   64 池内　杏実      ｲｹｳﾁ ｱｽﾞﾐ       小2

   44 菅野　　笙      ｶﾝﾉ ｿｳ          小1

 2  1011 西条ＳＣ            愛  媛  3:06.37

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学１・２年生

  145 原田　　倫      ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝ         小2

  158 三宅　玲奈      ﾐﾔｹ ﾚｲﾅ         小2

  146 佐々木裕月      ｻｻｷ ﾕﾂﾞｷ        小2

  157 山内　美音      ﾔﾏｳﾁ ﾐｵﾝ        小2

 3  1027 フィッタ松山        愛  媛  2:58.30

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学１・２年生

  355 三島　彩織      ﾐｼﾏ ｻｵﾘ         小2

  357 塚本　理華      ﾂｶﾓﾄ ﾘｶ         小1

  343 平田　克貴      ﾋﾗﾀ ｶﾂｷ         小2

  341 久保　嘉輝      ｸﾎﾞ ﾖｼｷ         小2

 4  1022 ＭＧ双葉            愛  媛  2:52.88

MGﾌﾀﾊﾞ              学童
小学１・２年生

  298 山内　大和      ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾄ       小2

  297 越智　裕惺      ｵﾁ ﾕｳｾｲ         小2

  314 大河内エヴァ    ｵｵｺｳﾁ ｴｳﾞｧ      小2

  315 田村　朱麗      ﾀﾑﾗ ｼｭﾘ         小2

 5  1015 ファイブテン        愛  媛  2:54.30

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学１・２年生

  199 近藤　由都      ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾄ       小2

  215 向井　咲夏      ﾑｶｲ ｻﾅ          小2

  200 隅田　和杜      ｽﾐﾀﾞ ﾔﾏﾄ        小2

  216 永井　陽菜      ﾅｶﾞｲ ﾋﾅ         小2

 6  1043 コナミ松山          愛  媛  3:01.97

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童
小学１・２年生

  522 阿部　　輝      ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ         小2

  537 大畝　優愛      ｵｵｾ ｳﾅ          小2

  538 瀬良奈々美      ｾﾗ ﾅﾅﾐ          小1

  521 兵頭　煌晟      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺｳｾｲ     小2

 7  1019 アズサ松山          愛  媛  3:08.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            学童
小学１・２年生

  259 近藤　慶大      ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀﾞｲ     小2

  277 若林　香恋      ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ      小2

  278 三好　奈緒      ﾐﾖｼ ﾅｵ          小2

  260 乗松　侑青      ﾉﾘﾏﾂ ﾕｳｾｲ       小2

 8  1010 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  3:12.87

ESRT                学童
小学１・２年生

  112 岸田　泰明      ｷｼﾀﾞ ﾔｽｱｷ       小2

  125 脇　　栞那      ﾜｷ ｶﾝﾅ          小2

  114 藤井　煌真      ﾌｼﾞｲ ｺｳﾏ        小2

  129 坂下　梨紗      ｻｶｼﾀ ﾘｻ         小1
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補欠  1042 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  3:15.49
ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            学童

補欠  1031 リー保内            愛  媛  3:24.20
ﾘｰﾎﾅｲ               学童


