
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. : 40 男子  100m 自由形 予選

成年 大会記録     48.64

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 4/4 千  葉 松元　克央 千　葉 97
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ﾁﾊﾞ    49.51 (  0.71)

23.74

2 3/4 東  京 中村　　克 東　京 94
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ ﾄｳｷｮｳ    49.80 (  0.73)

23.95

3 4/5 大  分 田中　大寛 大　分 01 大3
ﾀﾅｶ ﾀｲｶﾝ ｵｵｲﾀ    49.89 (  0.60)

23.74

4 2/4 新  潟 石崎　慶祐 新　潟 00 大4
ｲｼｻﾞｷ ｹｲｽｹ ﾆｲｶﾞﾀ    49.92 (  0.65)

24.03

5 4/3 静  岡 高橋航太郎 静　岡 94
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ ｼｽﾞｵｶ    49.94 (  0.69)

24.30

6 2/5 神奈川 眞野　秀成 神奈川 00 大4
ﾏﾉ ﾋﾃﾞﾅﾘ ｶﾅｶﾞﾜ    50.11 (  0.64)

24.17

7 3/5 三  重 難波　　暉 三　重 96
ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ ﾐｴ    50.15 (  0.60)

23.74

8 3/3 滋  賀 古川　皓基 滋　賀 00 大4
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｷ ｼｶﾞ    50.23 (  0.63)

24.09

9 4/2 山  梨 江原　騎士 山　梨 93
ｴﾊﾗ ﾅｲﾄ ﾔﾏﾅｼ    50.25 (  0.64)

24.08

10 3/1 愛  媛 今城　拓海 愛　媛 99
ｲﾏｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ ｴﾋﾒ    50.32 (  0.62)

23.96

11 4/6 大  阪 木本　憲大 大　阪 01 大3
ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ ｵｵｻｶ    50.56 (  0.68)

24.29

12 2/1 福  井 間所　大貴 福　井 00 大4
ﾏﾄﾞｺﾛ ﾀｲｷ ﾌｸｲ    50.72 (  0.67)

24.48

13 2/6 茨  城 渡邊　天馬 茨　城 02 大2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾏ ｲﾊﾞﾗｷ    50.78 (  0.56)

24.42

14 2/3 北海道 甲斐　耕輔 北海道 94
ｶｲ ｺｳｽｹ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    50.80 (  0.74)

24.31

15 3/6 山  形 今野　太介 山　形 00 大4
ｺﾝﾉ ﾀｲｽｹ ﾔﾏｶﾞﾀ    50.85 (  0.65)

23.69
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16 4/1 埼  玉 熊澤　将大 埼　玉 01 大3
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｻｲﾀﾏ    50.91 (  0.63)

24.39

17 3/2 鳥  取 本田　海雅 鳥　取 00 大4
ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ ﾄｯﾄﾘ    50.94 (  0.64)

24.35

18 2/2 愛  知 内藤　大翔 愛　知 02 大2
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｱｲﾁ    51.06 (  0.64)

24.29

19 3/7 宮  城 髙橋　龍平 宮　城 00 大4
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ ﾐﾔｷﾞ    51.09 (  0.71)

24.37

20 2/7 福  岡 小山　陽翔 福　岡 04 大1
ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾌｸｵｶ    51.11 (  0.63)

24.66

21 4/8 京  都 山元　悠叶 京　都 01 大4
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ ｷｮｳﾄ    51.44 (  0.59)

24.60

22 2/0 島  根 田中　一颯 島　根 03 大2
ﾀﾅｶ ｲｯｻ ｼﾏﾈ    51.59 (  0.66)

24.93

23 4/7 兵  庫 塚本　康介 兵　庫 00 大4
ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ ﾋｮｳｺﾞ    51.69 (  0.70)

24.60

24 3/0 岐  阜 井上　詩音 岐　阜 99
ｲﾉｳｴ ｼｵﾝ ｷﾞﾌ    51.83 (  0.62)

24.46

25 1/4 岡  山 村上　太一 岡　山 04 大1
ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ ｵｶﾔﾏ    51.88 (  0.66)

24.78

26 1/5 石  川 泉　　大雅 石　川 00 大4
ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ ｲｼｶﾜ    51.89 (  0.69)

24.84

27 1/6 佐  賀 大森　涼奨 佐　賀 02 大3
ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ ｻｶﾞ    51.91 (  0.69)

24.74

28 2/8 広  島 西田　拓郎 広　島 01 大3
ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾛｳ ﾋﾛｼﾏ    51.95 (  0.67)

24.80

29 2/9 群  馬 坊岡　優眞 群　馬 03 大1
ﾎﾞｳｵｶ ﾕｳﾏ ｸﾞﾝﾏ    51.97 (  0.69)

24.95

30 3/9 秋  田 新山　　光 秋　田 01 大3
ﾆｲﾔﾏ ﾋｶﾙ ｱｷﾀ    52.05 (  0.75)

24.43
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31 3/8 山  口 福重　智成 山　口 98
ﾌｸｼｹﾞ ﾄﾓﾅﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ    52.43 (  0.61)

24.24

32 4/9 熊  本 塚原　　鉄 熊　本 00 大4
ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ ｸﾏﾓﾄ    52.67 (  0.70)

25.53

33 4/0 長  崎 森山　　遼 長　崎 03 大1
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳ ﾅｶﾞｻｷ    52.85 (  0.63)

24.45

1/3 香  川 山田　晃司 香　川 02 大2
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｶｶﾞﾜ 棄権
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