
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     55.77
競技No. : 42 男子  100m 平泳ぎ 予選 中学記録     58.49

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 4/3 福  岡 牟田　　蒼 平野 07 中3
ﾑﾀ ｱｵｲ ﾋﾗﾉ  1:01.49 (  0.65)

28.69

2 3/4 東  京 大岩真海羽 石神井東 07 中3
ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ ｼｬｸﾋｶﾞｼ  1:02.02 (  0.71)

29.78

3 2/5 大  阪 花井　脩大 中百舌鳥 07 中3
ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ ﾅｶﾓｽﾞ  1:02.06 (  0.58)

29.30

4 3/3 熊  本 加甲　泰聖 八代第四 07 中3
ｶｺｳ ﾀｲｾｲ ﾔﾂｼﾛﾖﾝ  1:02.38 (  0.73)

29.50

4 4/4 千  葉 尾﨑　大和 稲毛 07 中3
ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ ｲﾅｹﾞ  1:02.38 (  0.72)

29.40

6 2/4 埼  玉 矢野　拓都 春日部共栄 08 中3
ﾔﾉ ﾀｸﾄ ｷｮｳｴｲ  1:02.47 (  0.64)

29.49

7 4/5 神奈川 齋藤　　龍 江陽 07 中3
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ ｺｳﾖｳ  1:02.53 (  0.66)

29.64

8 3/2 大  阪 嶋田　篤人 同志社香里 07 中3
ｼﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ ﾄﾞｳｼｼｬｺｳ  1:02.78 (  0.62)

29.45

9 4/6 山  梨 大森　理央 甲府南 08 中3
ｵｵﾓﾘ ﾘｵ ｺｳﾌﾐﾅﾐ  1:03.04 (  0.63)

29.96

10 3/5 東  京 嶋田　　悠 麹町 08 中3
ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙ ｺｳｼﾞﾏﾁ  1:03.26 (  0.61)

30.17

11 4/1 神奈川 高田　誠仁 川崎高附属 08 中2
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ ｶﾜｻｷｺｳﾌｿ  1:03.49 (  0.62)

29.65

12 4/7 佐  賀 野中　龍生 金泉 09 中1
ﾉﾅｶ ﾀﾂｷ ｷﾝｾﾝ  1:03.75 (  0.67)

30.40

13 1/4 東  京 飛知和　翔 武蔵野 07 中3
ﾋﾁﾜ ｶｹﾙ ﾑｻｼﾉ  1:03.76 (  0.59)

30.37

13 3/6 長  野 堀内　晴翔 川中島 08 中2
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ  1:03.76 (  0.58)

30.32

13 4/8 大  阪 大橋　　信 東香里 09 中2
ｵｵﾊｼ ｼﾝ ﾋｶﾞｼｺｳﾘ  1:03.76 (  0.69)

30.33
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50m

16 4/2 長  野 吉江　世梛 明善 08 中2
ﾖｼｴ ｾﾅ ﾒｲｾﾞﾝ  1:04.08 (  0.58)

30.02

17 2/6 東  京 林　　融希 東京農大一 08 中3
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ ﾄｳｷｮｳﾉｳ1  1:04.34 (  0.68)

30.32

18 2/7 埼  玉 飯塚　佳成 秀明 07 中3
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾅﾘ ｼｭｳﾒｲ  1:04.42 (  0.79)

29.62

19 3/7 東  京 山田　悠生 東村山二 07 中3
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ ﾑﾗﾔﾏ2  1:04.47 (  0.68)

30.26

20 3/8 茨  城 真田　賢人 美野里 08 中3
ｻﾅﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾐﾉﾘ  1:04.61 (  0.66)

30.69

21 2/3 長  野 有賀　央翔 春富 07 中3
ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ ﾊﾙﾄﾐ  1:04.85 (  0.64)

30.86

22 1/3 新  潟 田夛　悠人 新津第二 08 中3
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾆｲﾂﾀﾞｲﾆ  1:05.17 (  0.61)

30.49

23 1/5 徳  島 鈴木　海吏 鳴教大附属 07 中3
ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ ﾌｿﾞｸﾁｭｳ  1:05.27 (  0.61)

31.02

24 2/8 北海道 谷本　寛太 岩見沢北村 07 中3
ﾀﾆﾓﾄ ｶﾝﾀ ｷﾀﾑﾗ  1:05.33 (  0.64)

30.78

25 1/6 東  京 篠田　大輝 第二亀戸 07 中3
ｼﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ﾆｶﾒｲﾄﾞ  1:05.36 (  0.64)

30.56

26 1/2 山  口 末次　良丞 周南菊川 08 中3
ｽｴﾂｸﾞ ﾘｮｳｽｹ ｼｭｳﾅﾝｷｸｶ  1:05.37 (  0.73)

31.11

27 2/1 愛  知 青山　陽斗 鶴城 08 中2
ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾂﾙｼﾛ  1:05.98 (  0.72)

31.32

28 3/1 神奈川 高木　康友 茅ケ崎 07 中3
ﾀｶｷ ﾔｽﾄﾓ ﾁｶﾞｻｷ  1:06.24 (  0.68)

31.04

29 1/7 宮  城 二宮　　海 八乙女 07 中3
ﾆﾉﾐﾔ ｶｲ ﾔｵﾄﾒ  1:07.28 (  0.69)

31.41

2/2 佐  賀 北村　歩夢 北茂安 07 中3
ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ ｷﾀｼｹﾞﾔｽ 棄権
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