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 1

 2

 3  1029 フィッタ重信        愛  媛  2:30.00

ﾌｨｯﾀｼｹﾞﾉ            学童
小学５・６年生

  342 名智　　馨      ﾅﾁ ｶｵﾙ          小6

  350 倉田　紬世      ｸﾗﾀ ﾁｾ          小6

  351 山内　悠莉      ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾘ        小6

  341 北原　大裕      ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ      小6

 4  1039 ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ東予         愛  媛  2:19.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝﾄ            
小学５・６年生

 5  1046 MESSA               愛  媛  2:26.00

MESSA               学童
小学５・６年生

  528 清水　瑛透      ｼﾐｽﾞ ｴｲｽｹ       小6

  527 西岡　飛羽      ﾆｼｵｶ ﾋｭｳ        小6

  535 土井　楓星      ﾄﾞｲ ｶｴﾗ         小5

  534 土居　夢奈      ﾄﾞｲ ﾕｳﾅ         小6

 6  1002 フィッタ新居浜      愛  媛  2:32.00

ﾌｨｯﾀﾆｲﾊﾏ            学童
小学５・６年生

   20 天川谷美宙      ｱﾏｶﾜﾔ ﾁｭﾗ       小6

    3 町田　夏紀      ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ        小6

    1 安藤　央起      ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ       小6

   21 越智　華音      ｵﾁ ｶﾉﾝ          小5

 7

 8
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 1  1023 マコトSC双葉        愛  媛  2:16.00

ﾏｺﾄﾌﾀﾊﾞ             
小学５・６年生

 2  1030 リー保内            愛  媛  2:12.00

ﾘｰﾎﾅｲ               学童
小学５・６年生

  354 谷口　駿成      ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ     小6

  364 山中　紗和      ﾔﾏﾅｶ ｻﾜ         小6

  365 石井　　和      ｲｼｲ ﾉﾄﾞｶ        小5

  355 上川　颯斗      ｳｴｶﾜ ﾊﾔﾄ        小6

 3  1015 ファイブテン        愛  媛  2:12.00

ﾌｧｲﾌﾞﾃﾝ             学童
小学５・６年生

  198 福田　英寿      ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ      小5

  211 吉田　芽生      ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ         小5

  210 澤井　千紘      ｻﾜｲ ﾁﾋﾛ         小5

  197 金田　浩聖      ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ       小5

 4  1011 西条ＳＣ            愛  媛  2:09.00

ｻｲｼﾞｮｳSC            学童
小学５・６年生

  149 石川さくら      ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ        小6

  137 藤田　颯斗      ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ        小6

  135 野口　雄矢      ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾔ        小6

  154 安部向日葵      ｱﾍﾞ ﾋﾏﾘ         小6

 5  1008 南海ＤＣ            愛  媛  2:10.00

ﾅﾝｶｲDC              
小学５・６年生

 6  1024 石原ＳＣ            愛  媛  2:12.00

ｲｼﾊﾗ                学童
小学５・６年生

  294 細川みなみ      ﾎｿｶﾜ ﾐﾅﾐ        小5

  291 宇田　　光      ｳﾀﾞ ﾋｶﾙ         小5

  295 上甲　涼帆      ｼﾞｮｳｺｳ ｽｽﾞﾎ     小5

  290 竹永　悠人      ﾀｹﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ       小6

 7  1036 Ryuow               愛  媛  2:15.00

ryuow               学童
小学５・６年生

  419 福本　歩夢      ﾌｸﾓﾄ ｱﾕﾑ        小6

  425 土井　柚月      ﾄﾞｲ ﾕﾂﾞｷ        小6

  424 前田明日香      ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ        小6

  415 東灘　空良      ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ ｿﾗ      小6

 8  1042 フィッタ川江        愛  媛  2:18.20

ﾌｨｯﾀｶﾜﾉｴ            
小学５・６年生
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 1  1018 八幡浜ＳＣ          愛  媛  2:08.00

ﾔﾜﾀﾊﾏSC             学童
小学５・６年生

  219 泉　慎之介      ｲｽﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ      小6

  233 小西　麗愛      ｺﾆｼ ﾘｴ          小6

  223 浅井創太朗      ｱｻｲ ｿｳﾀﾛｳ       小6

  231 下田　天海      ｼﾓﾀﾞ ｱﾏﾐ        小6

 2  1014 Z-UP                愛  媛  2:06.00

ｼﾞｰｱｯﾌﾟ             学童
小学５・６年生

  173 山内　寛大      ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀ        小6

  183 山本　彩実      ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ         小6

  184 伊藤有瑠羽      ｲﾄｳ ｳﾙﾊ         小6

  175 加藤　雄大      ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ        小6

 3  1028 フィッタ松山        愛  媛  2:01.00

ﾌｨｯﾀﾏﾂﾔﾏ            学童
小学５・６年生

  301 坪内　聰典      ﾂﾎﾞｳﾁ ｿｳｽｹ      小6

  320 戎森かんな      ｴﾋﾞｽﾓﾘ ｶﾝﾅ      小6

  326 清家　美羽      ｾｲｹ ﾐｳ          小5

  302 野田旺太郎      ﾉﾀﾞ ｵｳﾀﾛｳ       小6

 4  1020 アズサ松山          愛  媛  1:15.00

ｱｽﾞｻﾏﾂﾔﾏ            
小学５・６年生

 5  1034 コミュニティ        愛  媛  1:59.50

ｺﾐｭﾆﾃｨ              
小学５・６年生

 6  1043 コナミ松山          愛  媛  2:02.00

ｺﾅﾐﾏﾂﾔﾏ             学童
小学５・６年生

  516 野木こころ      ﾉｷﾞ ｺｺﾛ         小6

  502 森川　　潤      ﾓﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝ       小6

  517 大西　美憂      ｵｵﾆｼ ﾐﾕ         小6

  500 羽田野颯太      ﾊﾀﾉ ｿｳﾀ         小6

 7  1005 五百木ＳＣ          愛  媛  2:08.00

ｲｵｷｽｲﾐﾝｸ            
小学５・６年生

 8  1041 フィッタ松前        愛  媛  2:08.00

ﾌｨｯﾀﾏｻｷ             学童
小学５・６年生

  477 橋田　実和      ﾊｼﾀﾞ ﾐﾜ         小5

  472 成城　美和      ﾅﾙｷ ﾐﾜ          小6

  454 奥田　海人      ｵｸﾀﾞ ｶｲﾄ        小6

  455 内田　拓希      ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ        小6


