
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     24.21
競技No. : 47 女子   50m 自由形 予選

少年B 大会記録     24.67

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 3/4 千  葉 伊東　開耶 千　葉 06 高1
ｲﾄｳ ｻｸﾔ ﾁﾊﾞ    26.18 (  0.62)

2 2/4 和歌山 榎本　裕月 和歌山 07 中3
ｴﾉﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ﾜｶﾔﾏ    26.32 (  0.64)

3 3/3 宮  崎 秋高　実昇 宮　崎 07 中3
ｱｷﾀｶ ﾐﾉﾘ ﾐﾔｻﾞｷ    26.33 (  0.76)

4 1/4 秋  田 髙橋　　凛 秋　田 06 高1
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ ｱｷﾀ    26.36 (  0.74)

5 3/5 岐  阜 吉永　晴香 岐　阜 06 高1
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾙｶ ｷﾞﾌ    26.42 (  0.63)

6 3/6 神奈川 澤﨑　舞衣 神奈川 06 高1
ｻﾜｻﾞｷ ﾏｲ ｶﾅｶﾞﾜ    26.43 (  0.62)

7 2/6 埼  玉 山本　結月 埼　玉 06 高1
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ ｻｲﾀﾏ    26.56 (  0.63)

8 1/5 東  京 加藤　結音 東　京 06 高1
ｶﾄｳ ﾕﾗﾗ ﾄｳｷｮｳ    26.73 (  0.74)

9 1/3 石  川 渡海　愛花 石　川 07 中3
ﾄｶｲ ｱｲｶ ｲｼｶﾜ    26.78 (  0.63)

10 1/2 富  山 中嶋　　優 富　山 07 中3
ﾅｶｼﾏ ﾕｳ ﾄﾔﾏ    26.92 (  0.71)

11 2/5 兵  庫 木村　陽香 兵　庫 06 高1
ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾋｮｳｺﾞ    26.95 (  0.63)

12 2/2 愛  知 小山　優來 愛　知 08 中3
ｺﾔﾏ ﾕﾗ ｱｲﾁ    27.01 (  0.67)

13 1/7 福  岡 壹岐ひなた 福　岡 07 中3
ｲｷ ﾋﾅﾀ ﾌｸｵｶ    27.03 (  0.65)

14 2/0 北海道 千葉くらら 北海道 07 中3
ﾁﾊﾞ ｸﾗﾗ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    27.11 (  0.64)

15 1/1 岡  山 中川　愛咲 岡　山 06 高1
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲｻ ｵｶﾔﾏ    27.13 (  0.63)

16 1/6 静  岡 野崎　由夏 静　岡 07 中3
ﾉｻﾞｷ ﾕｶ ｼｽﾞｵｶ    27.18 (  0.67)

17 3/2 新  潟 山田　妃夏 新　潟 06 高1
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾒｶ ﾆｲｶﾞﾀ    27.31 (  0.64)

18 3/0 長  野 米山　理咲 長　野 07 中3
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｻ ﾅｶﾞﾉ    27.39 (  0.62)

19 3/7 熊  本 中村つばさ 熊　本 07 中3
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ ｸﾏﾓﾄ    27.47 (  0.69)

20 2/7 大  阪 平野結伊子 大　阪 06 高1
ﾋﾗﾉ ﾕｲｺ ｵｵｻｶ    27.55 (  0.75)
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21 3/8 奈  良 森　陽奈子 奈　良 07 中3
ﾓﾘ ﾋﾅｺ ﾅﾗ    27.58 (  0.72)

22 3/1 岩  手 和賀　　結 岩　手 06 高1
ﾜｶﾞ ﾕｲ ｲﾜﾃ    27.71 (  0.65)

23 2/8 群  馬 髙橋ひなの 群　馬 06 高1
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾉ ｸﾞﾝﾏ    27.80 (  0.72)

24 2/1 福  島 齋藤　理子 福　島 08 中3
ｻｲﾄｳ ﾘｺ ﾌｸｼﾏ    27.81 (  0.67)

25 1/8 香  川 中西　美優 香　川 06 高1
ﾅｶﾆｼ ﾐﾕｳ ｶｶﾞﾜ    27.85 (  0.72)

26 1/0 島  根 伊藤　帆乃 島　根 07 中3
ｲﾄｳ ﾎﾉ ｼﾏﾈ    27.99 (  0.70)

2/3 栃  木 後藤　結愛 栃　木 07 中3
ｺﾞﾄｳ ﾕｱ ﾄﾁｷﾞ 棄権
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