
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     52.24
競技No. : 42 男子  100m 背泳ぎ 予選

少年B 大会記録     55.24

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 2/3 京  都 須磨　湧希 京　都 06 高1
ｽﾏ ﾕｳｷ ｷｮｳﾄ    56.75 (  0.56)

27.40

2 2/4 神奈川 添田　重樹 神奈川 06 高1
ｿｴﾀﾞ ｼｹﾞｷ ｶﾅｶﾞﾜ    58.03 (  0.60)

28.31

3 2/5 大  阪 泉　　陽一 大　阪 06 高1
ｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｵｵｻｶ    58.18 (  0.55)

28.11

4 1/4 東  京 嶋田　大海 東　京 06 高1
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾄｳｷｮｳ    58.38 (  0.57)

28.43

5 1/5 静  岡 奥　　大輝 静　岡 06 高1
ｵｸ ﾀﾞｲｷ ｼｽﾞｵｶ    58.78 (  0.48)

28.20

6 1/3 秋  田 白鳥　航生 秋　田 06 高1
ｼﾗﾄﾘ ｺｳｾｲ ｱｷﾀ    58.86 (  0.55)

28.46

7 1/7 熊  本 真崎　健伸 熊　本 06 高1
ﾏｻｷ ｹﾝｼﾝ ｸﾏﾓﾄ    58.90 (  0.56)

28.93

8 1/8 沖  縄 田浦　悠羽 沖　縄 06 高1
ﾀｳﾗ ﾕｳﾜ ｵｷﾅﾜ    59.07 (  0.57)

28.57

9 1/6 兵  庫 村上　徹平 兵　庫 06 高1
ﾑﾗｶﾐ ﾃｯﾍﾟｲ ﾋｮｳｺﾞ    59.23 (  0.62)

28.59

10 1/2 福  岡 森田　脩嗣 福　岡 07 中3
ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ ﾌｸｵｶ    59.29 (  0.62)

28.67

11 2/7 北海道 渡辺　瑞樹 北海道 06 高1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    59.38 (  0.57)

28.46

12 2/6 愛  知 中原　　克 愛　知 07 高1
ﾅｶﾊﾗ ｽｸﾞﾙ ｱｲﾁ    59.49 (  0.52)

27.75

13 2/1 埼  玉 山下　理久 埼　玉 06 高1
ﾔﾏｼﾀ ﾘｸ ｻｲﾀﾏ    59.56 (  0.59)

28.98

14 2/8 香  川 村尾　柊人 香　川 06 高1
ﾑﾗｵ ｼｭｳﾄ ｶｶﾞﾜ    59.91 (  0.60)

29.12

15 2/0 新  潟 長谷川温大 新　潟 07 中3
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ ﾆｲｶﾞﾀ  1:00.37 (  0.60)

29.31
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競技No. : 42 男子  100m 背泳ぎ 予選
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順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 1/1 佐  賀 岩永　　悠 佐　賀 07 高1
ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｳ ｻｶﾞ  1:00.49 (  0.60)

29.13

17 1/0 広  島 柴村　悠真 広　島 06 高1
ｼﾊﾞﾑﾗ ﾕｳﾏ ﾋﾛｼﾏ  1:00.89 (  0.58)

29.30

18 1/9 島  根 浅津　晴道 島　根 06 高1
ｱｻﾂ ﾊﾙﾐﾁ ｼﾏﾈ  1:00.95 (  0.54)

29.22

2/9 岡  山 竹内　魁生 岡　山 07 中3
ﾀｹｳﾁ ｶｲｾｲ ｵｶﾔﾏ 失格

2/2 福  島 渡部　竣也 福　島 07 中3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾔ ﾌｸｼﾏ 棄権
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