
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     58.70
競技No. : 41 女子  100m 背泳ぎ 予選

少年B 大会記録   1:00.46

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 3/5 山  形 長岡　海涼 山　形 08 中3
ﾅｶﾞｵｶ ﾐｽｽﾞ ﾔﾏｶﾞﾀ  1:03.19 (  0.53)

30.78

2 3/4 埼  玉 園部ゆあら 埼　玉 07 中3
ｿﾉﾍﾞ ﾕｱﾗ ｻｲﾀﾏ  1:03.22 (  0.52)

30.67

3 1/4 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  1:03.32 (  0.54)

30.63

4 3/3 愛  媛 芝　　怜菜 愛　媛 06 高1
ｼﾊﾞ ﾚｲﾅ ｴﾋﾒ  1:03.35 (  0.52)

30.76

5 2/4 東  京 成田　実生 東　京 06 高1
ﾅﾘﾀ ﾐｵ ﾄｳｷｮｳ  1:03.54 (  0.52)

30.83

6 1/3 宮  崎 金納　乙生 宮　崎 07 中3
ｶﾝﾉ ｵﾄﾊ ﾐﾔｻﾞｷ  1:03.74 (  0.57)

30.72

7 1/5 大  阪 菅　　七海 大　阪 06 高1
ｽｶﾞ ﾅﾅﾐ ｵｵｻｶ  1:03.96 (  0.57)

31.00

8 3/6 鳥  取 上杉　　凛 鳥　取 07 中3
ｳｴｽｷﾞ ﾘﾝ ﾄｯﾄﾘ  1:04.31 (  0.55)

31.34

9 2/3 鹿児島 小西　　新 鹿児島 06 高1
ｺﾆｼ ｱﾗﾀ ｶｺﾞｼﾏ  1:04.57 (  0.55)

30.94

10 1/6 北海道 山本　咲幸 北海道 06 高1
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕｷ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ  1:04.98 (  0.54)

31.14

11 2/5 兵  庫 黒岩　徠夏 兵　庫 06 高1
ｸﾛｲﾜ ｸﾙｶ ﾋｮｳｺﾞ  1:05.52 (  0.57)

31.65

12 1/1 三  重 永守　杏菜 三　重 07 中3
ﾅｶﾞﾓﾘ ｱﾝﾅ ﾐｴ  1:05.61 (  0.58)

31.41

13 3/2 千  葉 玄角　聖来 千　葉 06 高1
ｹﾞﾝｶｸ ｾｲﾗ ﾁﾊﾞ  1:05.88 (  0.57)

32.07

14 1/2 新  潟 津端　　舞 新　潟 06 高1
ﾂﾊﾞﾀ ﾏｲ ﾆｲｶﾞﾀ  1:05.95 (  0.63)

31.85

15 2/7 栃  木 新井　友惟 栃　木 07 中3
ｱﾗｲ ﾕｲ ﾄﾁｷﾞ  1:06.31 (  0.62)

32.04
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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     58.70
競技No. : 41 女子  100m 背泳ぎ 予選

少年B 大会記録   1:00.46

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 3/1 茨  城 新井　咲菜 茨　城 08 中3
ｱﾗｲ ｻｷﾅ ｲﾊﾞﾗｷ  1:06.56 (  0.65)

31.97

17 1/8 福  岡 濱田　咲希 福　岡 07 中3
ﾊﾏﾀﾞ ｻｷ ﾌｸｵｶ  1:06.68 (  0.63)

32.73

18 1/7 福  島 小林　華南 福　島 07 中3
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ﾌｸｼﾏ  1:06.83 (  0.61)

31.91

19 2/8 静  岡 山田侑希采 静　岡 07 中3
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ ｼｽﾞｵｶ  1:06.85 (  0.55)

31.46

20 2/0 香  川 大高千代子 香　川 06 高1
ｵｵﾀｶ ﾁﾖｺ ｶｶﾞﾜ  1:06.86 (  0.56)

32.38

20 2/6 宮  城 森崎安加里 宮　城 06 高1
ﾓﾘｻｷ ｱｶﾘ ﾐﾔｷﾞ  1:06.86 (  0.60)

31.84

22 3/0 広  島 園田　美穂 広　島 07 中3
ｿﾉﾀﾞ ﾐﾎ ﾋﾛｼﾏ  1:06.91 (  0.49)

32.79

23 2/1 山  梨 大畠　裕衣 山　梨 07 高1
ｵｵﾊﾀ ﾕｲ ﾔﾏﾅｼ  1:07.11 (  0.60)

32.39

24 3/8 長  崎 渕上　真奈 長　崎 07 中3
ﾌﾁｶﾞﾐ ﾏﾅ ﾅｶﾞｻｷ  1:07.31 (  0.61)

32.09

25 1/0 沖  縄 宮里　理子 沖　縄 06 高1
ﾐﾔｻﾞﾄ ﾘｺ ｵｷﾅﾜ  1:07.54 (  0.51)

32.37

26 3/7 長  野 松村　千和 長　野 07 中3
ﾏﾂﾑﾗ ﾁﾅ ﾅｶﾞﾉ  1:07.60 (  0.55)

31.94

27 2/2 愛  知 上田　唯愛 愛　知 06 高1
ｳｴﾀ ｲﾁｶ ｱｲﾁ  1:07.69 (  0.57)

31.57
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