
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     49.54
競技No. : 36 男子  100m バタフライ 予選 中学記録     52.60

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 5/5 愛  知 笠江　瑛斗 美里 07 中3
ｶｻｴ ｴｲﾄ ﾐｻﾄ    54.90 (  0.65)

26.03

2 4/4 兵  庫 前川　大和 今津 07 中3
ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ ｲﾏﾂﾞ    55.02 (  0.71)

25.70

3 3/5 山  梨 八木野航平 押原 07 中3
ﾔｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ ｵｼﾊﾗ    55.25 (  0.56)

25.50

4 3/4 神奈川 打出　晴大 六角橋 07 中3
ｳﾁｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ ﾛｯｶｸﾊﾞｼ    55.31 (  0.60)

25.96

4 5/4 神奈川 山尾利樹人 西中原 07 中3
ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ ﾆｼﾅｶﾊﾗ    55.31 (  0.68)

25.99

6 3/3 富  山 森　　祐太 志貴野 07 中3
ﾓﾘ ﾕｳﾀ ｼｷﾉﾁｭｳ    55.43 (  0.68)

25.99

7 4/5 茨  城 倉塚　　遼 双葉台 07 中3
ｸﾗﾂｶ ﾘｮｳ ﾌﾀﾊﾞﾀﾞｲ    55.67 (  0.54)

26.11

8 5/6 山  梨 細野　泰聖 甲府東 07 中3
ﾎｿﾉ ﾀｲｾｲ ｺｳﾌﾋｶﾞｼ    55.80 (  0.62)

26.24

9 2/2 山  口 松田　莉於 彦島 07 中3
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ ﾋｺｼﾏ    55.88 (  0.62)

26.26

10 3/2 京  都 竹田　翔真 大住 07 中3
ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾏ ｵｵｽﾐ    56.13 (  0.66)

26.28

10 4/6 青  森 佐藤　瑠威 弘前大附属 07 中3
ｻﾄｳ ﾙｲ ﾋﾛﾌｿﾞｸ    56.13 (  0.78)

26.32

12 2/5 三  重 松永　暖琉 西郊 07 中3
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ ｾｲｺｳ    56.22 (  0.70)

26.19

13 2/3 福  島 内藤龍一竜 若松第一 08 中2
ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳﾘｭｳ ﾜｶﾏﾂｲﾁ    56.23 (  0.65)

26.33

14 4/7 大  阪 森　翔太郎 開明 08 中2
ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ ｶｲﾒｲ    56.33 (  0.66)

26.15

15 5/3 茨  城 川口　真澄 笠間 07 中3
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｽﾐ ｶｻﾏ    56.37 (  0.65)

26.32
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16 5/8 兵  庫 德網　大星 太山寺 07 中3
ﾄｸｱﾐ ﾀｲｾｲ ﾀｲｻﾝｼﾞ    56.39 (  0.62)

26.44

17 4/3 愛  知 清田　悠生 刈谷南 07 中3
ｷﾖﾀ ﾕｳ ｶﾘﾔﾐﾅﾐ    56.45 (  0.58)

25.86

18 4/2 東  京 吉村　朱翔 常盤 07 中3
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔﾄ ﾄｷﾜ    56.52 (  0.60)

26.25

19 3/6 福  岡 三好　　優 照葉 08 中3
ﾐﾖｼ ﾕｳ ﾃﾘﾊ    56.70 (  0.63)

26.60

20 4/8 愛  知 杉浦　征典 乙川 07 中3
ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉﾘ ｵｯｶﾜ    56.79 (  0.68)

26.36

21 5/7 東  京 武部　　歓 文京八 07 中3
ﾀｹﾍﾞ ｶﾝ ﾌﾞﾝｷｮｳ8    56.87 (  0.68)

26.37

22 2/6 栃  木 松井　一樹 小山第三 07 中3
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ ｵﾔﾏﾀﾞｲｻﾝ    56.90 (  0.77)

26.84

23 2/4 東  京 河井　桜輔 暁星 07 中3
ｶﾜｲ ｵｳｽｹ ｷﾞｮｳｾｲ    56.92 (  0.68)

26.84

24 2/8 愛  知 渡辺　一喜 南天白 08 中2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ ﾐﾅﾐﾃﾝﾊﾟｸ    56.94 (  0.64)

26.24

25 3/1 福  島 竹田　孝河 行健 07 中3
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｶﾞ ｺｳｹﾝ    57.10 (  0.61)

25.93

26 3/7 大  阪 伊東　克真 白鷺 07 中3
ｲﾄｳ ｶﾂﾏ ｼﾗｻｷﾞ    57.12 (  0.69)

26.85

27 1/4 東  京 三田涼太朗 小松 07 中3
ﾐﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｺﾏﾂ    57.23 (  0.72)

26.95

28 1/5 新  潟 中山　拓海 燕 07 中3
ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾂﾊﾞﾒﾁｭｳ    57.46 (  0.60)

26.38

29 5/2 宮  城 伊藤　朝陽 郡山 08 中2
ｲﾄｳ ｱｻﾋ ｺｵﾘﾔﾏ    57.54 (  0.63)

26.55

30 2/7 埼  玉 池田　侑生 上尾 07 中3
ｲｹﾀﾞ ﾕｳ ｱｹﾞｵ    57.81 (  0.83)

26.80
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31 4/1 福  岡 歌野原佑樹 岡垣東 09 中2
ｳﾀﾉﾊﾗ ﾕｳｷ ｵｶｶﾞｷﾋｶﾞ    58.26 (  0.65)

26.40

32 1/6 埼  玉 白石　陽人 春日部大増 08 中3
ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾄ ｶｽｶﾍﾞｵｵﾏ    58.30 (  0.65)

27.24

33 3/8 徳  島 服部　由弦 八万 08 中2
ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞﾙ ﾊﾁﾏﾝ    58.68 (  0.62)

27.15

1/3 神奈川 吉田　和真 谷本 08 中3
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾔﾓﾄ 棄権

2/1 佐  賀 波多　陸翔 鬼塚 07 中3
ﾊﾀ ﾘｸﾄ ｵﾆﾂﾞｶ 棄権

5/1 静  岡 太箸　隼翔 浜松北浜東部 07 中3
ﾌﾄﾊｼ ﾊﾔﾄ ｷﾀﾊﾏﾄｳﾌﾞ 棄権
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