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 1  1045 コナミ松山          愛  媛  2:06.23

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童
小学５・６年生

  513 奈良　孟拓      ﾅﾗ ﾀｹﾋﾛ         小6

  528 森川　絵理      ﾓﾘｶﾜ ｴﾘ         小5

  529 清田　俐帆      ｷﾖﾀ ﾘﾎ          小5

  514 村田　　楓      ﾑﾗﾀ ｶｴﾃﾞ        小6

 2  1018 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:05.41

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学５・６年生

  230 石村　思穏      ｲｼﾑﾗ ｼｵﾝ        小6

  233 岡本　望愛      ｵｶﾓﾄ ﾓｱ         小5

  221 二宮蒼志郎      ﾆﾉﾐﾔ ｿｳｼﾛｳ      小6

  219 土居　陸翔      ﾄﾞｲ ﾘｸﾄ         小6

 3  1008 ｴﾘｴｰﾙSRT            愛  媛  2:03.36

ESRT                学童
小学５・６年生

  101 久保翔太郎      ｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ      小5

   95 岡本　悠希      ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ        小6

  118 内田　侑花      ｳﾁﾀﾞ ﾕｶ         小5

  117 小椋　萌可      ｵｸﾞﾗ ﾓｶ         小5

 4  1024 ＭＧ双葉            愛  媛  2:01.39

MGﾌﾀﾊﾞ              学童
小学５・６年生

  285 佐藤凛汰朗      ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ       小5

  299 髙田　夏帆      ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ         小6

  303 濵田　瑠美      ﾊﾏﾀﾞ ﾙﾐ         小5

  280 青野　　空      ｱｵﾉ ｿﾗ          小6

 5  1040 ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ松前        愛  媛  2:02.96

ﾌｨｯﾀｴﾐﾌﾙ            学童
小学５・６年生

  480 兵頭虎太朗      ﾋｮｳﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ     小5

  479 忽那　海音      ｸﾂﾅ ｶｲﾄ         小5

  495 中矢　歩結      ﾅｶﾔ ｱﾕﾑ         小6

  494 勝木　心晴      ｶﾂｷ ｺﾊﾙ         小6

 6  1002 五百木ＳＣ          愛  媛  2:04.87

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            学童
小学５・６年生

   23 荒木　颯斗      ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ         小6

   56 髙岡　美空      ﾀｶｵｶ ﾐｸ         小5

   26 池田　昂生      ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ       小6

   47 大塚みらい      ｵｵﾂｶ ﾐﾗｲ        小6

 7  1012 西条ＳＣ            愛  媛  2:05.57

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学５・６年生

  132 野川　　陸      ﾉｶﾞﾜ ﾘｸ         小6

  133 塩出　大剛      ｼｵﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ      小5

  151 山内　香音      ﾔﾏｳﾁ ｶﾉﾝ        小6

  149 三村　涼葉      ﾐﾑﾗ ｽｽﾞﾊ        小6

 8  1030 フィッタ重信        愛  媛  2:06.50

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            学童
小学５・６年生

  361 大松廉太朗      ｵｵﾏﾂ ﾚﾝﾀﾛｳ      小6

  362 横山　心大      ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀ        小6

  375 越智　佳澄      ｵﾁ ｶｽﾐ          小6

  377 田丸　一花      ﾀﾏﾙ ｲﾁｶ         小6
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補欠  1007 南海ＤＣ            愛  媛  2:06.53
ﾅﾝｶｲDC              学童

補欠  1039 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  2:06.71
ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            学童


