
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. : 44 男子  100m 自由形 予選

少年A 大会記録     49.72

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 3/4 東  京 松井　理宇 東　京 06 高2
ﾏﾂｲ ﾘｳ ﾄｳｷｮｳ    50.68 (  0.59)

24.48

2 3/3 千  葉 岡留　大和 千　葉 05 高2
ｵｶﾄﾞﾒ ﾔﾏﾄ ﾁﾊﾞ    50.90 (  0.78)

23.89

3 2/4 神奈川 スコット龍海 神奈川 04 高3
ｽｺｯﾄ ﾀﾂﾐ ｶﾅｶﾞﾜ    50.92 (  0.60)

24.69

4 2/5 栃  木 蓮沼　椋祐 栃　木 05 高3
ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ ﾄﾁｷﾞ    51.05 (  0.63)

24.21

5 2/6 兵  庫 松村　駿佑 兵　庫 05 高2
ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾋｮｳｺﾞ    51.12 (  0.60)

25.03

5 3/5 大  阪 重藤　流世 大　阪 04 高3
ｼｹﾞﾄｳ ﾘｭｳｾｲ ｵｵｻｶ    51.12 (  0.61)

24.61

7 2/3 岡  山 三宅　琉暉 岡　山 04 高3
ﾐﾔｹ ﾙｷ ｵｶﾔﾏ    51.25 (  0.71)

24.40

8 1/3 石  川 木川　友来 石　川 05 高2
ｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｲｼｶﾜ    51.37 (  0.60)

24.75

8 1/5 熊  本 森本　勇気 熊　本 04 高3
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ ｸﾏﾓﾄ    51.37 (  0.72)

25.43

10 1/4 富  山 上田　滉貴 富　山 04 高3
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ ﾄﾔﾏ    51.41 (  0.65)

24.38

11 3/7 大  分 島末　匠真 大　分 05 高2
ｼﾏｽｴ ｼｮｳﾏ ｵｵｲﾀ    51.54 (  0.64)

24.74

12 3/2 愛  知 尾関　啓太 愛　知 05 高2
ｵｾﾞｷ ｹｲﾀ ｱｲﾁ    51.71 (  0.62)

24.92

13 1/6 静  岡 増田　莉蔵 静　岡 05 高2
ﾏｽﾀﾞ ﾘｸ ｼｽﾞｵｶ    51.75 (  0.70)

24.91

14 3/6 埼  玉 長岡　　豪 埼　玉 05 高2
ﾅｶﾞｵｶ ｺﾞｳ ｻｲﾀﾏ    52.11 (  0.64)

24.50

15 1/7 沖  縄 大城　渉星 沖　縄 04 高3
ｵｵｼﾛ ｼｮｳｾｲ ｵｷﾅﾜ    52.14 (  0.62)

24.72

2022/09/18 10:40:04 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     47.87
競技No. : 44 男子  100m 自由形 予選

少年A 大会記録     49.72

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 3/0 新  潟 田巻　研成 新　潟 04 高3
ﾀﾏｷ ｹﾝｾｲ ﾆｲｶﾞﾀ    52.49 (  0.60)

25.24

17 2/2 福  井 谷口　柊弥 福　井 05 高2
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｳﾔ ﾌｸｲ    52.57 (  0.62)

25.57

18 2/1 広  島 和久井陽介 広　島 04 高3
ﾜｸｲ ﾖｳｽｹ ﾋﾛｼﾏ    52.69 (  0.63)

25.35

19 1/8 秋  田 渡邊　佑真 秋　田 06 高2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ ｱｷﾀ    52.77 (  0.61)

25.13

20 2/8 香  川 北村　昂大 香　川 05 高2
ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ ｶｶﾞﾜ    52.79 (  0.61)

25.44

21 2/7 福  岡 渡辺　健士 福　岡 04 高3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ ﾌｸｵｶ    52.82 (  0.56)

25.38

22 3/8 茨  城 山口由貴光 茨　城 05 高2
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾐﾂ ｲﾊﾞﾗｷ    52.87 (  0.59)

25.37

23 1/1 愛  媛 篠﨑　　翔 愛　媛 04 高3
ｼﾉｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ ｴﾋﾒ    53.16 (  0.62)

25.33

24 3/9 佐  賀 久我　翔星 佐　賀 04 高3
ｸｶﾞ ｼｮｳｾｲ ｻｶﾞ    53.20 (  0.67)

25.55

25 3/1 京  都 酒井　　翼 京　都 04 高3
ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ ｷｮｳﾄ    53.26 (  0.67)

25.76

26 2/0 宮  城 髙橋　長将 宮　城 04 高3
ﾀｶﾊｼ ﾅｶﾞﾏｻ ﾐﾔｷﾞ    53.30 (  0.62)

25.37

27 1/2 和歌山 鳴神　掲太 和歌山 05 高2
ﾅﾙｶﾐ ｹｲﾀ ﾜｶﾔﾏ    53.41 (  0.68)

25.54

28 1/0 鹿児島 本渡　星宇 鹿児島 05 高2
ﾎﾝﾄﾞ ｼｮｳ ｶｺﾞｼﾏ    53.66 (  0.61)

25.44

29 2/9 高  知 櫛田　航大 高　知 04 高3
ｸｼﾀﾞ ｺｳﾀ ｺｳﾁ    53.82 (  0.56)

25.07
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