
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     51.62
競技No. : 37 女子  100m 自由形 予選 中学記録     53.25

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 4/4 和歌山 榎本　裕月 岩出 07 中3
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ｲﾜﾃﾞ    56.94 (  0.63)

27.25

2 4/3 東  京 菅野　凜香 武蔵野 09 中2
ｶﾝﾉ ﾘﾝｶ ﾑｻｼﾉ    57.04 (  0.71)

27.68

3 3/6 神奈川 木曽　唯来 富岡 07 中3
ｷｿ ﾕﾗ ﾄﾐｵｶ    57.18 (  0.73)

27.76

4 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    57.28 (  0.66)

27.63

5 3/4 東  京 長谷明日香 開智日本橋 07 中3
ﾊｾ ｱｽｶ ｶｲﾁﾆﾎﾝﾊﾞ    57.30 (  0.66)

28.08

6 1/1 神奈川 谷口満里奈 大和 08 中2
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ ﾔﾏﾄ    57.43 (  0.71)

27.90

7 2/2 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    57.45 (  0.68)

27.84

7 2/3 宮  崎 秋高　実昇 生目 07 中3
ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ ｲｷﾒ    57.45 (  0.66)

28.46

9 4/1 秋  田 村田　愛加 桜 08 中2
ﾑﾗﾀ ﾏﾅｶ ｻｸﾗ    57.46 (  0.62)

27.61

10 1/2 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    57.49 (  0.59)

27.40

11 2/5 福  岡 壹岐ひなた 大牟田甘木 07 中3
ｲｷ ﾋﾅﾀ ｵｵﾑﾀｱﾏｷﾞ    57.63 (  0.64)

28.26

12 2/6 千  葉 野崎　美桜 柏豊四季 08 中3
ﾉｻﾞｷ ﾐｵ ﾄﾖｼｷ    57.81 (  0.67)

28.11

13 3/3 石  川 渡海　愛花 辰口 07 中3
ﾄｶｲ ｱｲｶ ﾀﾂﾉｸﾁ    57.82 (  0.63)

27.86

14 2/7 群  馬 関根　梨桜 前橋鎌倉 07 中3
ｾｷﾈ ﾘｵ ｶﾏｸﾗ    57.85 (  0.68)

27.93

15 3/2 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    57.86 (  0.70)

27.96
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16 3/5 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    57.92 (  0.68)

28.06

16 4/2 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    57.92 (  0.69)

27.77

18 1/5 埼  玉 保村　咲那 越谷北陽 09 中1
ﾔｽﾑﾗ ｻﾅ ﾎｸﾖｳ    57.99 (  0.70)

28.06

18 3/7 北海道 千葉くらら 旭川永山 07 中3
ﾁﾊﾞ ｸﾗﾗ ｱｻﾋﾅｶﾞﾔﾏ    57.99 (  0.71)

27.85

18 3/8 福  岡 田中　陽向 原 07 中3
ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ ﾊﾗ    57.99 (  0.61)

28.16

21 1/6 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    58.03 (  0.64)

27.91

22 1/7 福  岡 白壁　瞳子 筑紫女学園 07 中3
ｼﾗｶﾍﾞ ﾄｳｺ ﾁｸｼﾞｮ    58.11 (  0.72)

27.99

23 2/4 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    58.13 (  0.67)

28.09

24 1/4 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    58.39 (  0.73)

28.33

25 2/8 長  野 米山　理咲 長野北部 07 中3
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｻ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ    58.42 (  0.57)

28.15

26 4/7 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    58.43 (  0.67)

28.31

27 4/6 宮  城 佐藤　涼帆 大和 08 中2
ｻﾄｳ ｽｽﾞﾎ ﾀｲﾜ    58.47 (  0.64)

28.07

28 4/8 神奈川 本保花菜子 神奈川 09 中1
ﾓﾄﾔｽ ｶﾅｺ ｶﾅｶﾞﾜ    58.60 (  0.65)

28.19

29 3/1 北海道 佐藤　　琉 旭川永山 07 中3
ｻﾄｳ ﾘｭｳ ｱｻﾋﾅｶﾞﾔﾏ    58.88 (  0.64)

28.34

30 2/1 兵  庫 左脇　舞乙 塩瀬 07 中3
ｻﾜｷ ﾏｵ ｼｵｾ    59.06 (  0.76)

28.31
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1/3 静  岡 鈴木ひな子 浜松開成 07 中3
ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ ｶｲｾｲ 棄権
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