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 1  1006 南海ＤＣ            愛  媛  2:25.00

ﾅﾝｶｲDC              学童
小学３・４年生

   88 伊須　彩葉      ｲｽ ｲﾛﾊ          小4

   77 大山　葵生      ｵｵﾔﾏ ｱｵｲ        小3

   87 長井　　仁      ﾅｶﾞｲ ﾆﾁｶ        小4

   75 神野　叶羽      ｼﾞﾝﾉ ﾄﾜ         小4

 2  1041 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  2:22.84

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            学童
小学３・４年生

  484 大森　真慶      ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖｼ       小4

  501 忽那　風香      ｸﾂﾅ ﾌｳｶ         小3

  497 内藤　結華      ﾅｲﾄｳ ﾕｲｶ        小4

  487 小松　久人      ｺﾏﾂ ﾋｻﾄ         小4

 3  1003 五百木ＳＣ          愛  媛  2:20.39

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学３・４年生

   40 玉井　央輔      ﾀﾏｲ ｵｳｽｹ        小4

   36 上野　球人      ｳｴﾉ ｷｭｳﾄ        小4

   61 井上　心稟      ｲﾉｳｴ ｺｺﾘ        小3

   58 秀野　　葵      ｼｭｳﾉ ｱｵｲ        小4

 4  1026 フィッタ松山        愛  媛  2:18.25

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学３・４年生

  333 三島　弘義      ﾐｼﾏ ﾋﾛｱｷ        小4

  348 星山　心結      ﾎｼﾔﾏ ｺﾅ         小4

  347 乃万　美嘉      ﾉﾏ ﾐｶ           小4

  334 八重川　輝      ﾔｴｶﾜ ﾃﾙ         小4

 5  1036 Ryuow               愛  媛  2:18.31

ryuow               学童
小学３・４年生

  450 岡田ひなた      ｵｶﾀﾞ ﾋﾅﾀ        小4

  447 上田こはる      ｳｴﾀﾞ ｺﾊﾙ        小4

  437 竹本　大輝      ﾀｹﾓﾄ ﾀﾞｲｷ       小4

  438 上岡　莉己      ｳｴｵｶ ﾘｷ         小4

 6  1034 コミュニティ        愛  媛  2:21.93

ｺﾐｭﾆﾃｨ              学童
小学３・４年生

  411 井関　　煌      ｲｾｷ ｷﾗ          小4

  419 酒井　優衣      ｻｶｲ ﾕｲ          小4

  420 原　　綾香      ﾊﾗ ｱﾔｶ          小4

  412 畔地　俊輔      ｱｾﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ      小4

 7  1038 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  2:24.87

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            学童
小学３・４年生

  464 宇佐美弥市      ｳｻﾐ ﾔｲﾁ         小4

  473 能瀬　愛歩      ﾉｾ ﾏﾅﾐ          小4

  460 越智　翔麻      ｵﾁ ｼｮｳﾏ         小4

  474 能瀬　奏歩      ﾉｾ ｶﾅﾐ          小4

 8  1016 ファイブテン        愛  媛  2:27.27

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学３・４年生

  195 森田　蒼琉      ﾓﾘﾀ ﾉｱ          小4

  197 金田　莉東      ｶﾈﾀﾞ ﾘﾄ         小3

  208 細川　美海      ﾎｿｶﾜ ﾐﾐ         小4

  213 深川　花夏      ﾌｶｶﾞﾜ ﾊﾅ        小3
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補欠  1001 ﾌｨｯﾀ新居浜          愛  媛  2:28.32
ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            学童

補欠  1044 コナミ松山          愛  媛  2:29.20
ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童


