
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     46.22
競技No. : 38 男子  100m 自由形 予選 中学記録     49.11

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 5/4 北海道 黒田　一瑳 札幌白石 07 中3
ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｻ ｻﾂ･ｼﾛｲｼ    50.88 (  0.66)

24.64

2 5/5 埼  玉 神場　一樹 春日部共栄 07 中3
ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ ｷｮｳｴｲ    51.26 (  0.64)

24.91

3 3/4 大  阪 安藤　　陽 杉 08 中2
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ ｽｷﾞ    51.45 (  0.61)

24.74

4 4/3 山  口 林　　睦己 平田 08 中3
ﾊﾔｼ ﾑﾂｷ ﾋﾗﾀﾁｭｳ    51.48 (  0.66)

24.99

5 4/4 大  阪 松山　　育 文の里 08 中2
ﾏﾂﾔﾏ ｲｸ ﾌﾐﾉｻﾄ    51.94 (  0.61)

24.57

6 4/5 愛  知 浅野　雅久 日進北 07 中3
ｱｻﾉ ｶﾞｸ ﾆｯｼﾝｷﾀ    51.98 (  0.58)

24.74

7 5/6 北海道 伊藤　瑠飛 札幌真栄 07 中3
ｲﾄｳ ﾙｷﾄ ｻﾂ･ｼﾝｴｲ    52.10 (  0.68)

24.58

8 3/2 神奈川 細野　健人 生田 07 中3
ﾎｿﾉ ｹﾝﾄ ｲｸﾀ    52.12 (  0.69)

25.03

9 3/5 埼  玉 會田　　慧 鴻巣 08 中3
ｱｲﾀﾞ ｻﾄｼ ｺｳﾉｽﾁｭｳ    52.16 (  0.63)

25.27

10 4/6 東  京 鈴木　真翔 太子堂 09 中2
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ ﾀｲｼﾄﾞｳ    52.49 (  0.72)

25.32

11 5/2 大  分 左藤　優貴 判田 07 中3
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾊﾝﾀﾞ    52.59 (  0.61)

25.54

12 3/1 青  森 金澤　岳踏 八戸東 07 中3
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹﾄ ﾊﾁﾉﾍﾋｶﾞｼ    52.60 (  0.68)

24.83

13 4/2 兵  庫 泉　　結智 福田 07 中3
ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ ﾌｸﾀﾞ    52.69 (  0.70)

25.63

14 3/3 埼  玉 石井　和樹 熊谷中条 07 中3
ｲｼｲ ｶｽﾞｷ ﾁｭｳｼﾞｮｳ    52.78 (  0.62)

25.38

14 3/6 東  京 小山龍太郎 立川三 07 中3
ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾀﾁｶﾜ3    52.78 (  0.68)

25.37
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16 3/7 東  京 奥田幸太郎 国分寺一 07 中3
ｵｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｺｸﾌﾞﾝｼﾞ1    52.90 (  0.69)

25.43

17 1/5 大  阪 古川仙一郎 大正東 07 中3
ﾌﾙｶﾜ ｾﾝｲﾁﾛｳ ﾀｲｼｮｳﾋｶﾞ    52.93 (  0.58)

25.58

18 2/1 愛  知 吉田　　聖 守山東 08 中2
ﾖｼﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ ﾓﾘﾔﾏﾋｶﾞｼ    52.96 (  0.65)

25.53

19 3/8 沖  縄 小林　拓海 真和志 07 中3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾏﾜｼ    52.97 (  0.61)

25.66

20 5/1 山  口 山下謙太郎 白石 08 中3
ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ｼﾗｲｼ    53.08 (  0.68)

25.23

21 5/7 福  島 石川　遼弥 行健 07 中3
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ ｺｳｹﾝ    53.09 (  0.86)

25.32

22 1/3 大  阪 富谷　弦隆 新喜多 07 中3
ﾄﾐﾔ ｹﾞﾝﾘｭｳ ｼｷﾞﾀ    53.12 (  0.61)

25.64

23 1/4 愛  媛 森田　淳夢 川東 07 中3
ﾓﾘﾀ ｱﾂﾑ ｶﾜﾋｶﾞｼ    53.16 (  0.63)

25.06

24 2/5 大  阪 城　凛太朗 関西大学第一 07 中3
ｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ｶﾝﾀﾞｲｲｯﾁ    53.23 (  0.62)

25.41

25 2/3 福  岡 尾花　昴星 内浜 07 中3
ｵﾊﾞﾅ ｽﾊﾞﾙ ｳﾁﾊﾏ    53.35 (  0.67)

25.32

26 2/4 大  阪 池田　星那 峰塚 08 中2
ｲｹﾀﾞ ｾﾅ ﾐﾈﾂﾞｶ    53.40 (  0.57)

25.70

27 2/8 奈  良 藤井　奏太 香芝北 07 中3
ﾌｼﾞｲ ｶﾅﾀ ｶｼﾊﾞｷﾀ    53.41 (  0.58)

25.53

27 4/7 福  岡 中園　陸斗 天拝 08 中2
ﾅｶｿﾞﾉ ﾘｸﾄ ﾃﾝﾊﾟｲ    53.41 (  0.58)

25.62

29 2/7 東  京 神棒　悠音 戸越台 07 中3
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾊﾙﾄ ﾄｺﾞｼﾀﾞｲ    53.43 (  0.78)

25.62

30 2/2 神奈川 鈴木　蓮波 西柴 07 中3
ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾊ ﾆｼｼﾊﾞ    53.59 (  0.62)

25.75
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31 4/1 神奈川 高橋　央奨 片瀬 07 中3
ﾀｶﾊｼ ｵｳｽｹ ｶﾀｾ    53.61 (  0.64)

25.40

32 4/8 東  京 間瀬　知尚 稲城四 07 中3
ﾏｾ ｶｽﾞﾋｻ ｲﾅｷﾞ4    53.75 (  0.71)

25.63

33 2/6 東  京 竹之内隼人 東大附属 08 中2
ﾀｹﾉｳﾁ ﾊﾔﾄ ﾄｳﾀﾞｲﾌ    53.86 (  0.63)

25.69

34 5/8 和歌山 小南　璃人 紀見東 08 中3
ｺﾐﾅﾐ ﾘﾋﾄ ｷﾐﾋｶﾞｼ    54.28 (  0.64)

25.86

35 1/6 宮  城 山口　蒼太 名取一 07 中3
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾅﾄﾘ1    54.48 (  0.65)

25.76

5/3 静  岡 鈴木　　颯 湖西岡崎 07 中3
ｽｽﾞｷ ﾊｸ ｵｶｻｷ 棄権
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