
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     50.81
競技No. : 10 男子  100m バタフライ 予選

少年B 大会記録     53.45

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 2/4 愛  知 土方　遥斗 愛　知 06 高1
ﾋｼﾞｶﾀ ﾊﾙﾄ ｱｲﾁ    55.12 (  0.59)

25.71

2 3/2 北海道 河野　通虎 北海道 06 高1
ｺｳﾉ ﾐﾁﾄﾗ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    55.20 (  0.70)

25.78

3 3/4 埼  玉 細沼　弘輔 埼　玉 06 高1
ﾎｿﾇﾏ ｺｳｽｹ ｻｲﾀﾏ    55.69 (  0.61)

26.27

4 2/5 兵  庫 前川　大和 兵　庫 07 中3
ﾏｴｶﾜ ﾔﾏﾄ ﾋｮｳｺﾞ    55.80 (  0.68)

26.39

5 3/5 富  山 鎌田望琥人 富　山 06 高1
ｶﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ ﾄﾔﾏ    55.86 (  0.66)

25.93

6 1/3 岡  山 秋山　宗凛 岡　山 06 高1
ｱｷﾔﾏ ｿｳﾘ ｵｶﾔﾏ    55.95 (  0.59)

26.09

6 2/3 茨  城 川口　真澄 茨　城 07 中3
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｽﾐ ｲﾊﾞﾗｷ    55.95 (  0.64)

25.91

8 3/3 栃  木 阿部　匠真 栃　木 06 高1
ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ ﾄﾁｷﾞ    56.03 (  0.67)

26.11

9 1/6 東  京 大島　統偉 東　京 07 高1
ｵｵｼﾏ ﾄｳｲ ﾄｳｷｮｳ    56.21 (  0.69)

26.36

10 1/5 秋  田 斎藤　彗玖 秋　田 06 高1
ｻｲﾄｳ ｴｸ ｱｷﾀ    56.22 (  0.67)

26.54

11 1/7 沖  縄 片桐　瑠夏 沖　縄 06 高1
ｶﾀｷﾞﾘ ﾙｶ ｵｷﾅﾜ    56.26 (  0.68)

26.16

12 3/6 山  梨 八木野航平 山　梨 07 中3
ﾔｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ ﾔﾏﾅｼ    56.29 (  0.63)

25.63

13 2/6 大  阪 川中鼓太郎 大　阪 06 高1
ｶﾜﾅｶ ｺﾀﾛｳ ｵｵｻｶ    56.48 (  0.73)

26.35

14 3/7 石  川 林谷　颯真 石　川 08 中3
ﾊﾔｼﾀﾆ ｿｳﾏ ｲｼｶﾜ    56.85 (  0.67)

26.37

15 2/1 京  都 中村　啓将 京　都 06 高1
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ ｷｮｳﾄ    56.97 (  0.66)

26.80

2022/09/17 10:57:14 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     50.81
競技No. : 10 男子  100m バタフライ 予選

少年B 大会記録     53.45

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 2/7 香  川 村尾　柊人 香　川 06 高1
ﾑﾗｵ ｼｭｳﾄ ｶｶﾞﾜ    57.00 (  0.64)

26.71

17 2/8 宮  城 菊地　颯太 宮　城 06 高1
ｷｸﾁ ｿｳﾀ ﾐﾔｷﾞ    57.11 (  0.65)

26.95

18 3/8 青  森 佐藤　瑠威 青　森 07 中3
ｻﾄｳ ﾙｲ ｱｵﾓﾘ    57.23 (  0.68)

26.94

19 1/1 山  口 松田　莉於 山　口 07 中3
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ ﾔﾏｸﾞﾁ    57.24 (  0.62)

26.37

20 1/2 福  井 佐々木優羽 福　井 06 高1
ｻｻｷ ﾕｳﾊ ﾌｸｲ    57.26 (  0.58)

26.09

21 2/2 群  馬 福田　達也 群　馬 06 高1
ﾌｸﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｸﾞﾝﾏ    57.28 (  0.61)

26.47

22 1/4 神奈川 山尾利樹人 神奈川 07 中3
ﾔﾏｵ ﾘｷﾄ ｶﾅｶﾞﾜ    57.52 (  0.64)

27.25

23 3/1 鹿児島 榎屋直大朗 鹿児島 06 高1
ｴﾉｷﾔ ﾅｵﾀﾛｳ ｶｺﾞｼﾏ    57.75 (  0.63)

26.65

24 1/8 福  岡 三好　　優 福　岡 08 中3
ﾐﾖｼ ﾕｳ ﾌｸｵｶ    57.82 (  0.65)

27.22

25 2/0 三  重 松永　暖琉 三　重 07 中3
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙ ﾐｴ    57.92 (  0.64)

26.89

26 3/9 福  島 竹田　孝河 福　島 07 中3
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｶﾞ ﾌｸｼﾏ    57.97 (  0.57)

26.66

27 3/0 熊  本 中村　満幸 熊　本 06 高1
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾕｷ ｸﾏﾓﾄ    58.21 (  0.69)

26.90

28 1/0 静  岡 太箸　隼翔 静　岡 07 中3
ﾌﾄﾊｼ ﾊﾔﾄ ｼｽﾞｵｶ    58.31 (  0.78)

27.11

29 2/9 島  根 大島　吏緖 島　根 06 高1
ｵｵｼﾏ ﾘｵ ｼﾏﾈ    58.53 (  0.70)

26.64
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