
第77回 国民体育大会 水泳競技大会

日環アリーナ栃木屋内水泳場

日本記録     52.79
競技No. : 3 女子  100m 自由形 予選

少年B 大会記録     54.38

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 3/4 千  葉 伊東　開耶 千　葉 06 高1
ｲﾄｳ ｻｸﾔ ﾁﾊﾞ    56.80 (  0.55)

27.06

2 3/5 岐  阜 吉永　晴香 岐　阜 06 高1
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙｶ ｷﾞﾌ    57.29 (  0.64)

27.45

3 3/2 栃  木 鈴木　里歩 栃　木 06 高1
ｽｽﾞｷ ﾘﾎ ﾄﾁｷﾞ    57.35 (  0.77)

27.67

4 2/4 秋  田 髙橋　　凛 秋　田 06 高1
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ ｱｷﾀ    57.36 (  0.69)

27.08

5 3/3 兵  庫 木村　陽香 兵　庫 06 高1
ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾋｮｳｺﾞ    57.40 (  0.67)

27.58

6 2/5 埼  玉 園部ゆあら 埼　玉 07 中3
ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ ｻｲﾀﾏ    57.41 (  0.60)

27.66

7 1/4 東  京 竹澤　瑠珂 東　京 06 高1
ﾀｹｻﾞﾜ ﾙｶ ﾄｳｷｮｳ    57.43 (  0.65)

27.95

8 1/3 和歌山 榎本　裕月 和歌山 07 中3
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ﾜｶﾔﾏ    57.64 (  0.64)

27.80

9 2/6 福  岡 壹岐ひなた 福　岡 07 中3
ｲｷ ﾋﾅﾀ ﾌｸｵｶ    57.82 (  0.64)

28.26

10 1/5 宮  崎 秋高　実昇 宮　崎 07 中3
ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ ﾐﾔｻﾞｷ    57.87 (  0.65)

28.36

11 3/6 石  川 渡海　愛花 石　川 07 中3
ﾄｶｲ ｱｲｶ ｲｼｶﾜ    57.88 (  0.64)

28.05

12 1/2 岡  山 中川　愛咲 岡　山 06 高1
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲｻ ｵｶﾔﾏ    58.23 (  0.67)

27.95

13 3/1 富  山 中嶋　　優 富　山 07 中3
ﾅｶｼﾏ ﾕｳ ﾄﾔﾏ    58.28 (  0.71)

27.88

14 2/1 北海道 千葉くらら 北海道 07 中3
ﾁﾊﾞ ｸﾗﾗ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    58.75 (  0.64)

28.46

15 2/3 神奈川 首藤　優里 神奈川 06 高1
ｼｭﾄｳ ｽｸﾞﾘ ｶﾅｶﾞﾜ    58.78 (  0.62)

28.29
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第77回 国民体育大会 水泳競技大会

日環アリーナ栃木屋内水泳場

日本記録     52.79
競技No. : 3 女子  100m 自由形 予選

少年B 大会記録     54.38

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 1/7 静  岡 野崎　由夏 静　岡 07 中3
ﾉｻﾞｷ ﾕｶ ｼｽﾞｵｶ    58.87 (  0.65)

28.42

17 3/0 山  梨 平嶋亜沙美 山　梨 08 中3
ﾋﾗｼﾏ ｱｻﾐ ﾔﾏﾅｼ    58.91 (  0.74)

28.89

18 1/0 愛  媛 西岡　泉美 愛　媛 06 高1
ﾆｼｵｶ ｲｽﾞﾐ ｴﾋﾒ    58.96 (  0.68)

28.61

19 1/6 愛  知 福岡　佑月 愛　知 06 高1
ﾌｸｵｶ ﾕﾂﾞｷ ｱｲﾁ    59.09 (  0.62)

28.03

20 3/8 大  阪 野田　　愛 大　阪 06 高1
ﾉﾀﾞ ｱｲ ｵｵｻｶ    59.13 (  0.65)

28.01

21 2/2 岩  手 和賀　　結 岩　手 06 高1
ﾜｶﾞ ﾕｲ ｲﾜﾃ    59.31 (  0.67)

28.47

22 2/8 長  野 米山　理咲 長　野 07 中3
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｻ ﾅｶﾞﾉ    59.50 (  0.56)

28.15

23 1/1 群  馬 関根　梨桜 群　馬 07 中3
ｾｷﾈ ﾘｵ ｸﾞﾝﾏ    59.70 (  0.62)

28.88

24 1/8 三  重 川村　嶺奈 三　重 06 高1
ｶﾜﾑﾗ ﾚｲﾅ ﾐｴ    59.79 (  0.59)

28.44

24 3/9 奈  良 谷　　清美 奈　良 06 高1
ﾀﾆ ｷﾖﾐ ﾅﾗ    59.79 (  0.67)

29.56

26 2/0 茨  城 村山　　萌 茨　城 08 中3
ﾑﾗﾔﾏ ｷｻﾞｼ ｲﾊﾞﾗｷ    59.93 (  0.71)

29.34

27 2/7 新  潟 山田　妃夏 新　潟 06 高1
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒｶ ﾆｲｶﾞﾀ  1:00.02 (  0.65)

28.14

28 2/9 島  根 野田　陽彩 島　根 06 高1
ﾉﾀﾞ ﾋｲﾛ ｼﾏﾈ  1:00.64 (  0.69)

28.64

3/7 福  島 井上　葵陽 福　島 06 高1
ｲﾉｳｴ ｱﾔ ﾌｸｼﾏ 棄権
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