
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     47.87
競技No. : 4 男子  100m 自由形 予選

少年B 大会記録     49.51

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 3/4 北海道 黒田　一瑳 北海道 07 中3
ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞｻ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    51.20 (  0.58)

24.64

2 3/3 埼  玉 神場　一樹 埼　玉 07 中3
ｶﾝﾊﾞ ｲﾂｷ ｻｲﾀﾏ    52.06 (  0.69)

25.09

3 1/5 東  京 飯田　陽成 東　京 06 高1
ｲｲﾀﾞ ﾖｳｾｲ ﾄｳｷｮｳ    52.24 (  0.66)

25.20

4 2/3 滋  賀 加藤　遼士 滋　賀 06 高1
ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ ｼｶﾞ    52.34 (  0.63)

25.04

5 2/5 神奈川 阿部　力樹 神奈川 06 高1
ｱﾍﾞ ﾘｷ ｶﾅｶﾞﾜ    52.38 (  0.73)

25.29

6 2/4 大  阪 松田　康平 大　阪 06 高1
ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｵｵｻｶ    52.43 (  0.62)

25.43

7 3/5 愛  知 山田　太陽 愛　知 06 高1
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾖｳ ｱｲﾁ    52.52 (  0.64)

25.17

8 1/4 佐  賀 渋谷琥玲亜 佐　賀 06 高1
ｼﾌﾞﾔ ｸﾚｱ ｻｶﾞ    52.63 (  0.62)

25.21

9 3/2 新  潟 堀内　　光 新　潟 06 高1
ﾎﾘｳﾁ ﾋｶﾙ ﾆｲｶﾞﾀ    52.65 (  0.65)

25.34

10 1/3 石  川 大江　竜生 石　川 06 高1
ｵｵｴ ﾘｭｳｾｲ ｲｼｶﾜ    52.78 (  0.69)

25.09

11 2/6 富  山 松居　颯真 富　山 06 高1
ﾏﾂｲ ｿｳﾏ ﾄﾔﾏ    53.11 (  0.65)

25.22

12 2/1 京  都 出口　　哲 京　都 07 中3
ﾃﾞｸﾞﾁ ｻﾄｼ ｷｮｳﾄ    53.13 (  0.71)

25.90

13 2/2 千  葉 佐藤　　樹 千　葉 06 高1
ｻﾄｳ ﾀﾂｷ ﾁﾊﾞ    53.31 (  0.66)

25.64

14 3/7 宮  城 髙橋俊太朗 宮　城 06 高1
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｷﾞ    53.36 (  0.62)

25.33

15 1/7 愛  媛 金田　浩聖 愛　媛 06 高1
ｶﾈﾀﾞ ｺｳｾｲ ｴﾋﾒ    53.38 (  0.59)

25.71

2022/09/17 10:11:02 Page 1SEIKO Swimming Results System

種目別競技結果



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     47.87
競技No. : 4 男子  100m 自由形 予選

少年B 大会記録     49.51

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 3/9 秋  田 鈴木　大斗 秋　田 06 高1
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ ｱｷﾀ    53.56 (  0.72)

25.39

17 2/0 島  根 大濱　成聖 島　根 06 高1
ｵｵﾊﾏ ﾅﾘｷﾖ ｼﾏﾈ    53.59 (  0.64)

25.49

18 2/7 静  岡 鈴木　　颯 静　岡 07 中3
ｽｽﾞｷ ﾊｸ ｼｽﾞｵｶ    53.68 (  0.71)

25.44

19 1/8 熊  本 江崎　成覇 熊　本 06 高1
ｴｻﾞｷ ｾｲﾊ ｸﾏﾓﾄ    53.69 (  0.69)

25.77

20 2/8 兵  庫 泉　　結智 兵　庫 07 中3
ｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ ﾋｮｳｺﾞ    53.76 (  0.70)

25.96

21 1/2 鹿児島 白坂　優気 鹿児島 06 高1
ｼﾗｻｶ ﾕｳｷ ｶｺﾞｼﾏ    53.84 (  0.65)

25.73

22 3/8 茨  城 川向　昊成 茨　城 06 高1
ｶﾜﾑｶｲ ｺｳｾｲ ｲﾊﾞﾗｷ    53.90 (  0.59)

25.19

23 3/1 青  森 金澤　岳踏 青　森 07 中3
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹﾄ ｱｵﾓﾘ    54.18 (  0.68)

25.71

24 1/1 福  島 石川　遼弥 福　島 07 中3
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ ﾌｸｼﾏ    54.20 (  0.75)

25.97

25 3/0 沖  縄 小林　拓海 沖　縄 07 中3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｵｷﾅﾜ    54.48 (  0.62)

26.39

26 1/0 広  島 瀬尾日々輝 広　島 06 高1
ｾｵ ﾋﾋﾞｷ ﾋﾛｼﾏ    54.69 (  0.72)

25.83

1/6 山  口 林　　睦己 山　口 08 中3
ﾊﾔｼ ﾑﾂｷ ﾔﾏｸﾞﾁ 棄権

3/6 大  分 占部　寛樹 大　分 06 高1
ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｷ ｵｵｲﾀ 棄権
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