
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     58.78
競技No. : 81 男子  100m 平泳ぎ 予選

少年B 大会記録   1:01.55

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 2/4 石  川 高井　直人 石　川 07 高1
ﾀｶｲ ﾅｵﾄ ｲｼｶﾜ  1:02.72 (  0.65)

29.44

2 1/4 富  山 鎌田望琥人 富　山 06 高1
ｶﾏﾀﾞ ﾐｺﾄ ﾄﾔﾏ  1:03.06 (  0.71)

29.74

3 3/4 千  葉 尾﨑　大和 千　葉 07 中3
ｵｻﾞｷ ﾔﾏﾄ ﾁﾊﾞ  1:03.73 (  0.68)

30.35

4 1/3 神奈川 齋藤　　龍 神奈川 07 中3
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳ ｶﾅｶﾞﾜ  1:04.05 (  0.73)

30.64

4 3/5 東  京 大岩真海羽 東　京 07 中3
ｵｵｲﾜ ﾏｶﾊ ﾄｳｷｮｳ  1:04.05 (  0.72)

30.59

6 3/6 大  阪 花井　脩大 大　阪 07 中3
ﾊﾅｲ ｼｭｳﾀ ｵｵｻｶ  1:04.08 (  0.62)

30.28

7 1/5 奈  良 竹森　直輝 奈　良 06 高1
ﾀｹﾓﾘ ﾅｵｷ ﾅﾗ  1:04.10 (  0.85)

30.85

8 2/5 福  岡 牟田　　蒼 福　岡 07 中3
ﾑﾀ ｱｵｲ ﾌｸｵｶ  1:04.24 (  0.66)

30.06

9 1/7 山  梨 大森　理央 山　梨 08 中3
ｵｵﾓﾘ ﾘｵ ﾔﾏﾅｼ  1:04.31 (  0.73)

30.51

10 2/6 沖  縄 比嘉功太郎 沖　縄 06 高1
ﾋｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｵｷﾅﾜ  1:04.34 (  0.67)

29.85

11 3/2 静  岡 村松　昊河 静　岡 06 高1
ﾑﾗﾏﾂ ｿﾗｶ ｼｽﾞｵｶ  1:04.68 (  0.78)

30.65

12 2/3 熊  本 加甲　泰聖 熊　本 07 中3
ｶｺｳ ﾀｲｾｲ ｸﾏﾓﾄ  1:04.73 (  0.72)

30.73

13 3/3 埼  玉 矢野　拓都 埼　玉 08 中3
ﾔﾉ ﾀｸﾄ ｻｲﾀﾏ  1:04.84 (  0.61)

30.72

14 1/2 愛  知 原田　拓弥 愛　知 08 中3
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ｱｲﾁ  1:05.32 (  0.69)

30.82

15 1/1 茨  城 重久　陽太 茨　城 06 高1
ｼｹﾞﾋｻ ﾖｳﾀ ｲﾊﾞﾗｷ  1:05.46 (  0.68)

30.51
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50m

16 2/2 山  形 伊藤　大輝 山　形 07 高1
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｶﾞﾀ  1:05.54 (  0.63)

31.13

17 1/6 兵  庫 菅野　陽日 兵　庫 06 高1
ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾋ ﾋｮｳｺﾞ  1:05.56 (  0.61)

31.06

18 2/1 宮  崎 丸﨑　蒼介 宮　崎 06 高1
ﾏﾙｻｷ ｿｳｽｹ ﾐﾔｻﾞｷ  1:05.81 (  0.70)

30.90

19 1/8 徳  島 鈴木　海吏 徳　島 07 中3
ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ ﾄｸｼﾏ  1:05.83 (  0.61)

30.85

20 2/8 栃  木 吉原　啓太 栃　木 06 高1
ﾖｼﾊﾗ ｹｲﾀ ﾄﾁｷﾞ  1:05.95 (  0.71)

30.68

21 3/7 岐  阜 清部　颯太 岐　阜 07 高1
ｾｲﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ｷﾞﾌ  1:05.98 (  0.67)

31.08

22 3/9 高  知 安原　優輝 高　知 06 高1
ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ ｺｳﾁ  1:06.26 (  0.66)

30.71

23 1/9 北海道 谷本　寛太 北海道 07 中3
ﾀﾆﾓﾄ ｶﾝﾀ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ  1:06.47 (  0.57)

31.25

24 2/7 長  野 有賀　央翔 長　野 07 中3
ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾞﾉ  1:06.79 (  0.67)

31.14

25 2/0 京  都 山口　遥穂 京　都 06 高1
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾎ ｷｮｳﾄ  1:07.04 (  0.62)

31.76

26 2/9 岡  山 疋田　隼也 岡　山 06 高1
ﾋｷﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ｵｶﾔﾏ  1:07.23 (  0.63)

31.60

27 3/1 佐  賀 北村　歩夢 佐　賀 07 中3
ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ ｻｶﾞ  1:07.26 (  0.69)

31.97

28 3/0 愛  媛 松浦　海翔 愛　媛 06 高1
ﾏﾂｳﾗ ﾐｶﾙ ｴﾋﾒ  1:08.48 (  0.68)

31.74

29 1/0 鳥  取 武田　知之 鳥　取 08 中3
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ﾄｯﾄﾘ  1:10.09 (  0.57)

31.59

3/8 和歌山 戸谷　柊太 和歌山 07 高1
ﾄﾔ ｼｭｳﾀ ﾜｶﾔﾏ 棄権
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