
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   1:05.19
競技No. : 80 女子  100m 平泳ぎ 予選

少年B 大会記録   1:08.21

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 1/4 大  阪 稲垣　杏奈 大　阪 06 高1
ｲﾅｶﾞｷ ｱﾝﾅ ｵｵｻｶ  1:10.23 (  0.55)

33.29

2 2/4 岡  山 中村　美羽 岡　山 07 中3
ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ ｵｶﾔﾏ  1:10.24 (  0.69)

33.32

3 3/6 新  潟 小山　風香 新　潟 06 高1
ｺﾔﾏ ﾌｳｶ ﾆｲｶﾞﾀ  1:10.90 (  0.60)

33.56

4 3/4 神奈川 横田　心愛 神奈川 07 高1
ﾖｺﾀ ｺｺｱ ｶﾅｶﾞﾜ  1:11.07 (  0.71)

33.49

5 1/5 兵  庫 井村　凪瀬 兵　庫 06 高1
ｲﾑﾗ ﾅｷﾞｾ ﾋｮｳｺﾞ  1:11.61 (  0.68)

34.23

6 3/2 茨  城 中澤　心暖 茨　城 07 中3
ﾅｶｻﾞﾜ ｺﾊﾙ ｲﾊﾞﾗｷ  1:11.71 (  0.67)

34.12

7 2/7 岐  阜 桐山　珠実 岐　阜 06 高1
ｷﾘﾔﾏ ﾀﾏﾐ ｷﾞﾌ  1:11.80 (  0.62)

34.17

8 1/3 東  京 牧野　陽菜 東　京 08 中3
ﾏｷﾉ ﾊﾙﾅ ﾄｳｷｮｳ  1:11.82 (  0.73)

34.01

9 1/6 三  重 廣島あつこ 三　重 06 高1
ﾋﾛｼﾏ ｱﾂｺ ﾐｴ  1:11.84 (  0.62)

33.46

10 2/3 埼  玉 山田　　澄 埼　玉 06 高1
ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐ ｻｲﾀﾏ  1:11.91 (  0.67)

34.32

11 2/1 福  岡 橋本　夢華 福　岡 06 高1
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒｶ ﾌｸｵｶ  1:11.92 (  0.67)

33.93

12 3/5 石  川 清水真奈江 石　川 08 中3
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｴ ｲｼｶﾜ  1:11.94 (  0.73)

33.56

13 2/6 愛  知 有元　優菜 愛　知 06 高1
ｱﾘﾓﾄ ﾕｳﾅ ｱｲﾁ  1:12.14 (  0.62)

33.68

14 2/5 福  島 武田　璃子 福　島 08 中3
ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ ﾌｸｼﾏ  1:12.23 (  0.70)

34.17

15 3/3 岩  手 三浦　愛莉 岩　手 08 中3
ﾐｳﾗ ｱｲﾘ ｲﾜﾃ  1:12.56 (  0.76)

34.40
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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   1:05.19
競技No. : 80 女子  100m 平泳ぎ 予選

少年B 大会記録   1:08.21

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

16 1/2 奈  良 奈良　結愛 奈　良 07 中3
ﾅﾗ ﾕﾏ ﾅﾗ  1:12.80 (  0.61)

33.94

17 3/7 千  葉 坂田　紗来 千　葉 07 中3
ｻｶﾀ ｻﾗ ﾁﾊﾞ  1:12.87 (  0.70)

34.11

18 3/8 京  都 山下　紗七 京　都 06 高1
ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾞﾅ ｷｮｳﾄ  1:13.09 (  0.70)

34.58

19 2/2 富  山 高野　朱理 富　山 06 高1
ﾀｶﾉ ｱｶﾘ ﾄﾔﾏ  1:13.15 (  0.67)

34.29

20 1/1 山  梨 浅野　夏梨 山　梨 06 高1
ｱｻﾉ ｶﾘﾝ ﾔﾏﾅｼ  1:14.07 (  0.62)

34.89

21 1/7 北海道 堀　　　葵 北海道 07 高1
ﾎﾘ ｱｵｲ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ  1:14.74 (  0.68)

34.66

22 3/1 静  岡 山下　葉菜 静　岡 08 中3
ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ ｼｽﾞｵｶ  1:16.22 (  0.70)

35.94
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