
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     55.31
競技No. : 35 女子  100m バタフライ 予選 中学記録     56.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 3/2 神奈川 古賀　華泳 大津 07 中3
ｺｶﾞ ﾊﾅｴ ｵｵﾂ  1:00.42 (  0.68)

28.17

2 3/5 栃  木 後藤　結愛 佐野西 07 中3
ｺﾞﾄｳ ﾕｱ ｻﾉﾆｼ  1:01.07 (  0.64)

28.93

3 3/6 東  京 石塚　宇海 羽村二 09 中1
ｲｼﾂﾞｶ ｳﾐ ﾊﾑﾗ2  1:01.14 (  0.60)

28.72

4 4/4 東  京 熊谷　美希 南多摩 07 中3
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ ﾐﾅﾐﾀﾏ  1:01.16 (  0.69)

28.76

5 5/4 神奈川 児玉　海生 川和 08 中3
ｺﾀﾞﾏ ﾐｵ ｶﾜﾜ  1:01.20 (  0.71)

28.62

6 3/7 奈  良 橋村　歩実 奈良学園 07 中3
ﾊｼﾑﾗ ｱﾕﾐ ﾅﾗｶﾞｸｴﾝ  1:01.49 (  0.61)

28.66

7 5/5 埼  玉 森　　香乃 北本 08 中2
ﾓﾘ ｶﾉ ｷﾀﾓﾄ  1:01.73 (  0.74)

29.12

8 3/4 福  岡 池田　莉央 広川 08 中2
ｲｹﾀﾞ ﾘｵ ﾋﾛｶﾜ  1:01.75 (  0.67)

28.81

9 2/2 神奈川 坂本　凌子 川崎富士見 10 中1
ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｺ ｶﾜ･ﾌｼﾞﾐ  1:01.77 (  0.65)

29.29

10 3/8 香  川 淀谷　　希 協和 07 中3
ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ｷｮｳﾜ  1:01.99 (  0.73)

29.04

11 1/5 千  葉 大住　煌華 昭和学院 08 中3
ｵｵｽﾐ ｷﾗｶ ｼｮｳﾜ  1:02.00 (  0.56)

28.92

12 2/4 茨  城 出野　有紗 久慈 07 中3
ｲﾃﾞﾉ ｱﾘｻ ｸｼﾞ  1:02.06 (  0.68)

29.29

13 4/2 神奈川 菊地　美月 神奈川学園 07 中3
ｷｸﾁ ﾐﾂﾞｷ ｶﾅｶﾞﾜｶﾞｸ  1:02.08 (  0.62)

29.36

14 5/6 神奈川 森下　星直 王禅寺中央 07 中3
ﾓﾘｼﾀ ｾﾅ ｵｳｾﾞﾝｼﾞ  1:02.17 (  0.69)

29.32

15 4/7 静  岡 妹尾　順華 小山 07 中3
ｾﾉｵ ｱﾔｶ ｵﾔﾏ  1:02.20 (  0.59)

29.10
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16 4/8 大  阪 前田　　杏 金岡北 09 中1
ﾏｴﾀﾞ ｱﾝ ｶﾅｵｶｷﾀ  1:02.22 (  0.64)

29.20

17 5/7 埼  玉 諏訪　叶夢 越谷富士 07 中3
ｽﾜ ｶﾉﾝ ｺｼｶﾞﾔﾌｼﾞ  1:02.41 (  0.62)

29.07

18 4/6 大  阪 岡本　奏季 同志社香里 07 中3
ｵｶﾓﾄ ｶﾅｷ ﾄﾞｳｼｼｬｺｳ  1:02.52 (  0.67)

29.48

19 2/1 大  分 奥川　夏実 別府西 07 中3
ｵｸｶﾞﾜ ﾅﾂﾐ ﾍﾞｯﾌﾟﾆｼ  1:02.60 (  0.72)

29.81

20 3/3 三  重 奥田　真由 西橋内 09 中1
ｵｸﾀﾞ ﾏﾕ ﾆｼｷｮｳﾅｲ  1:02.68 (  0.75)

29.26

21 2/5 神奈川 石塚　夕貴 相洋 07 中3
ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｷ ｿｳﾖｳ  1:02.69 (  0.64)

29.49

21 4/3 兵  庫 菅原　凛夏 兵庫 07 中3
ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ ﾋｮｳｺﾞ  1:02.69 (  0.75)

30.28

23 1/4 愛  知 井上　澄奏 大治 08 中2
ｲﾉｳｴ ｽﾐｶ ｵｵﾊﾙ  1:02.88 (  0.60)

29.24

24 5/8 東  京 上田　歩奈 武蔵野大学 08 中2
ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾅ ﾑｻｼﾉﾀﾞｲｶ  1:02.99 (  0.63)

29.20

25 5/1 愛  知 野末　栞菜 石巻 08 中3
ﾉｽﾞｴ ｶﾝﾅ ｲｼﾏｷ  1:03.23 (  0.69)

29.75

26 4/1 京  都 安達　愛菫 神川 07 中3
ｱﾀﾞﾁ ｱｷ ｶﾐｶﾜ  1:03.26 (  0.69)

29.96

26 5/2 愛  知 牛塲　彩乃 旭 09 中2
ｳｼﾊﾞ ｱﾔﾉ ｱｻﾋﾁｭｳ  1:03.26 (  0.69)

29.85

28 2/7 東  京 今村　まい 浅間 09 中1
ｲﾏﾑﾗ ﾏｲ ｾﾝｹﾞﾝ  1:03.33 (  0.72)

29.60

29 3/1 静  岡 山内　美紅 静岡東 07 中3
ﾔﾏｳﾁ ﾐｸ ﾄｳﾁｭｳ  1:03.49 (  0.73)

29.75

30 5/3 茨  城 青山　侑蒼 境二 08 中3
ｱｵﾔﾏ ﾕｱ ｻｶｲﾆ  1:03.58 (  0.76)

28.98
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31 2/3 大  阪 寺尾　奏音 天王 07 中3
ﾃﾗｵ ｶﾉﾝ ﾃﾝﾉｳ  1:03.77 (  0.63)

29.54

32 2/6 富  山 高橋　歩花 福岡 08 中2
ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ﾌｸｵｶ  1:03.81 (  0.71)

29.63

1/3 宮  城 槇　ひなの 仙台一 08 中3
ﾏｷ ﾋﾅﾉ ｾﾝﾀﾞｲ1 途中棄権

4/5 静  岡 戸塚日南子 伊東南 08 中2
ﾄﾂｶ ﾋﾅｺ ｲﾄｳﾐﾅﾐ 棄権
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