
令和４年度全国中学校体育大会
第６２回全国中学校水泳競技大会

宮城県

日本記録     23.95
競技No. : 19 女子   50m 自由形 予選 中学記録     24.51

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 5/4 和歌山 榎本　裕月 岩出 07 中3
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ｲﾜﾃﾞ    25.72 (  0.60)

2 5/7 沖  縄 平良吏美華 金城 08 中2
ﾀｲﾗ ﾘﾐｶ ｶﾅｸﾞｽｸ    26.15 (  0.74)

3 4/5 東  京 酒井　梨佑 淑徳巣鴨 08 中2
ｻｶｲ ﾘﾕ ｼｭｸﾄｸｽｶﾞ    26.18 (  0.61)

4 3/4 宮  崎 秋高　実昇 生目 07 中3
ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ ｲｷﾒ    26.27 (  0.74)

5 5/5 栃  木 後藤　結愛 佐野西 07 中3
ｺﾞﾄｳ ﾕｱ ｻﾉﾆｼ    26.35 (  0.64)

6 5/2 富  山 中嶋　　優 城端 07 中3
ﾅｶｼﾏ ﾕｳ ｼﾞｮｳﾊﾅﾁｭｳ    26.36 (  0.64)

7 3/3 千  葉 嶋倉　蓮菜 旭第二 09 中2
ｼﾏｸﾗ ﾚﾅ ｱｻﾋﾀﾞｲﾆ    26.44 (  0.67)

8 1/3 千  葉 宇佐見風佳 市川六 08 中2
ｳｻﾐ ﾌｳｶ ｲﾁｶﾜﾛｸ    26.47 (  0.60)

9 3/6 埼  玉 溝下あいこ 川越西 08 中2
ﾐｿﾞｼﾀ ｱｲｺ ｶﾜｺﾞｴﾆｼ    26.61 (  0.66)

10 5/6 埼  玉 松田　琴愛 鴻巣 09 中2
ﾏﾂﾀﾞ ｺﾄｱ ｺｳﾉｽﾁｭｳ    26.62 (  0.71)

11 3/5 埼  玉 田村　好花 さい大宮西 08 中3
ﾀﾑﾗ ｺﾉｶ ｻｲｵｵﾐﾔﾆｼ    26.66 (  0.64)

11 3/7 静  岡 上原　夏南 沼津金岡 07 中3
ｳｴﾊﾗ ｶﾅﾐ ﾇﾏﾂﾞｶﾅｵｶ    26.66 (  0.76)

11 4/1 埼  玉 保村　咲那 越谷北陽 09 中1
ﾔｽﾑﾗ ｻﾅ ﾎｸﾖｳ    26.66 (  0.73)

14 4/7 東  京 河野　美佳 銀座 08 中2
ｶﾜﾉ ﾐｶ ｷﾞﾝｻﾞ    26.68 (  0.64)

14 4/8 新  潟 神田　行空 新津第二 08 中2
ｶﾝﾀﾞ ｲｿﾗ ﾆｲﾂﾀﾞｲﾆ    26.68 (  0.65)

16 1/4 静  岡 藤曲　千佳 小山 08 中2
ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾁｶ ｵﾔﾏ    26.69 (  0.74)

17 2/1 京  都 堀江　奏花 神川 09 中2
ﾎﾘｴ ｿﾖｶ ｶﾐｶﾜ    26.71 (  0.66)

18 4/4 石  川 渡海　愛花 辰口 07 中3
ﾄｶｲ ｱｲｶ ﾀﾂﾉｸﾁ    26.75 (  0.63)

19 3/1 東  京 竹村　俐音 小金井二 07 中3
ﾀｹﾑﾗ ﾘﾝ ｺｶﾞﾈｲ2    26.79 (  0.72)

19 4/3 静  岡 野崎　由夏 藤枝西益津 07 中3
ﾉｻﾞｷ ﾕｶ ﾆｼﾏｼﾂﾞ    26.79 (  0.64)
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19 4/6 宮  城 佐藤　涼帆 大和 08 中2
ｻﾄｳ ｽｽﾞﾎ ﾀｲﾜ    26.79 (  0.61)

22 2/6 神奈川 谷口満里奈 大和 08 中2
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ ﾔﾏﾄ    26.85 (  0.71)

23 2/7 神奈川 横内　日依 浦島丘 09 中2
ﾖｺｳﾁ ﾋﾖﾘ ｳﾗｼﾏｵｶ    27.03 (  0.71)

24 2/4 大  阪 橋本　優苗 阿倍野 08 中2
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ ｱﾍﾞﾉ    27.05 (  0.82)

25 1/5 福  島 齋藤　理子 二本松第一 08 中3
ｻｲﾄｳ ﾘｺ ﾆﾎﾝﾏﾂｲﾁ    27.06 (  0.66)

26 2/3 千  葉 柴田　心菜 おゆみ野南 09 中1
ｼﾊﾞﾀ ｺｺﾅ ｵﾕﾐﾉﾐﾅﾐ    27.08 (  0.61)

27 2/2 兵  庫 佐藤　来美 住吉 07 中3
ｻﾄｳ ｸﾐ ｽﾐﾖｼ    27.10 (  0.63)

28 2/5 千  葉 大鰐　心寧 稲毛国際 09 中1
ｵｵﾜﾆ ｺｺﾈ ｲﾅｹﾞｺｸｻｲ    27.11 (  0.73)

29 5/1 愛  知 小山　優來 豊川東部 08 中3
ｺﾔﾏ ﾕﾗ ﾄﾖｶﾜﾄｳﾌﾞ    27.15 (  0.75)

30 3/8 北海道 玉村　陽葵 江別大麻 08 中2
ﾀﾏﾑﾗ ﾋﾅﾀ ｴ･ｵｵｱｻ    27.16 (  0.71)

31 4/2 兵  庫 村上　遥香 三原 08 中2
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ ﾐﾊﾗ    27.17 (  0.66)

5/3 大  阪 中森　美里 富田林葛城 08 中2
ﾅｶﾓﾘ ﾐｻﾄ ｶﾂﾗｷﾞ･ﾄﾝ 失格

3/2 熊  本 中村つばさ 阿蘇 07 中3
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ｱｿ 棄権

5/8 大  阪 村嶌　優綺 枚方四 07 中3
ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｷ ﾋﾗｶﾀ4 棄権
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