
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     56.08
競技No. : 9 女子  100m バタフライ 予選

少年B 大会記録     57.74

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 2/4 神奈川 平井　瑞希 神奈川 07 高1
ﾋﾗｲ ﾐｽﾞｷ ｶﾅｶﾞﾜ  1:00.24 (  0.59)

28.11

2 1/3 富  山 中嶋　　碧 富　山 07 中3
ﾅｶｼﾏ ｱｵ ﾄﾔﾏ  1:00.57 (  0.66)

28.12

3 2/5 東  京 坂本　千紗 東　京 06 高1
ｻｶﾓﾄ ﾁｻ ﾄｳｷｮｳ  1:01.10 (  0.63)

28.50

4 1/5 長  野 清水　花峰 長　野 06 高1
ｼﾐｽﾞ ｶﾎ ﾅｶﾞﾉ  1:01.34 (  0.64)

28.55

5 2/2 北海道 福井　小遥 北海道 06 高1
ﾌｸｲ ｺﾊﾙ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ  1:01.38 (  0.57)

28.40

6 1/4 埼  玉 中島　紗希 埼　玉 06 高1
ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷ ｻｲﾀﾏ  1:01.49 (  0.64)

28.71

7 1/6 福  島 井上　葵陽 福　島 06 高1
ｲﾉｳｴ ｱﾔ ﾌｸｼﾏ  1:02.35 (  0.67)

28.89

8 2/7 大  阪 阪井　優心 大　阪 06 高1
ｻｶｲ ﾕｳ ｵｵｻｶ  1:02.48 (  0.69)

29.13

9 1/9 香  川 淀谷　　希 香　川 07 中3
ﾖﾄﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ｶｶﾞﾜ  1:02.66 (  0.72)

29.56

10 1/2 愛  知 小島　琉瑚 愛　知 06 高1
ｺｼﾞﾏ ﾙｺ ｱｲﾁ  1:02.68 (  0.64)

29.41

11 2/6 静  岡 大澤　千依 静　岡 07 高1
ｵｵｻﾜ ﾁﾖﾘ ｼｽﾞｵｶ  1:02.75 (  0.68)

29.45

12 2/0 京  都 安達　愛菫 京　都 07 中3
ｱﾀﾞﾁ ｱｷ ｷｮｳﾄ  1:03.19 (  0.69)

29.21

13 1/0 熊  本 大嶋心々寧 熊　本 07 中3
ｵｵｼﾏ ｺｺﾈ ｸﾏﾓﾄ  1:03.20 (  0.68)

29.35

14 1/8 福  岡 福富　志真 福　岡 06 高1
ﾌｸﾄﾐ ｼﾏ ﾌｸｵｶ  1:03.37 (  0.70)

29.00

15 2/8 奈  良 橋村　歩実 奈　良 07 中3
ﾊｼﾑﾗ ｱﾕﾐ ﾅﾗ  1:03.45 (  0.60)

29.02
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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     56.08
競技No. : 9 女子  100m バタフライ 予選

少年B 大会記録     57.74

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 1/1 兵  庫 菅原　凛夏 兵　庫 07 中3
ｽｶﾞﾊﾗ ﾘﾝｶ ﾋｮｳｺﾞ  1:04.10 (  0.74)

29.74

17 2/1 宮  城 渡辺　　杜 宮　城 07 高1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾜ ﾐﾔｷﾞ  1:04.17 (  0.65)

29.88

18 1/7 茨  城 青山　侑蒼 茨　城 08 中3
ｱｵﾔﾏ ﾕｱ ｲﾊﾞﾗｷ  1:04.23 (  0.73)

29.57

19 2/9 沖  縄 當間　彩美 沖　縄 06 高1
ﾄｳﾏ ｱﾐ ｵｷﾅﾜ  1:04.65 (  0.65)

29.35

2/3 栃  木 後藤　結愛 栃　木 07 中3
ｺﾞﾄｳ ﾕｱ ﾄﾁｷﾞ 棄権
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