
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. : 82 女子   50m 自由形 予選

少年A 大会記録     24.33

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 2/4 神奈川 溝口　歩優 神奈川 05 高2
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾕ ｶﾅｶﾞﾜ    25.92 (  0.60)

2 1/4 東  京 田村　真優 東　京 06 高2
ﾀﾑﾗ ﾏﾕ ﾄｳｷｮｳ    26.03 (  0.65)

3 3/4 大  阪 大嶋　千桜 大　阪 05 高2
ｵｵｼﾏ ｻｸﾗ ｵｵｻｶ    26.14 (  0.72)

4 1/3 兵  庫 片山　珠里 兵　庫 04 高3
ｶﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾘ ﾋｮｳｺﾞ    26.28 (  0.71)

5 2/3 福  岡 森田　眞心 福　岡 04 高3
ﾓﾘﾀ ﾏｺ ﾌｸｵｶ    26.36 (  0.70)

6 3/6 山  口 岡野　未美 山　口 06 高2
ｵｶﾉ ﾐﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ    26.57 (  0.72)

7 1/5 愛  知 松浦　百愛 愛　知 05 高3
ﾏﾂｳﾗ ﾄｱ ｱｲﾁ    26.60 (  0.62)

8 3/5 静  岡 鈴木　月渚 静　岡 05 高2
ｽｽﾞｷ ﾙﾅ ｼｽﾞｵｶ    26.61 (  0.62)

9 1/2 三  重 奥村　日菜 三　重 05 高2
ｵｸﾑﾗ ﾋﾅﾉ ﾐｴ    26.65 (  0.66)

10 2/6 岐  阜 渡邊　りお 岐　阜 05 高3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｵ ｷﾞﾌ    26.68 (  0.61)

11 3/3 広  島 下田　彩葉 広　島 04 高3
ｼﾓﾀﾞ ｲﾛﾊ ﾋﾛｼﾏ    26.70 (  0.71)

12 2/5 京  都 武田とぼり 京　都 04 高3
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾎﾞﾘ ｷｮｳﾄ    26.82 (  0.70)

13 3/2 新  潟 多田　茉凛 新　潟 05 高2
ﾀﾀﾞ ﾏﾘﾝ ﾆｲｶﾞﾀ    26.94 (  0.70)

13 3/7 北海道 木村　花奏 北海道 04 高3
ｷﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    26.94 (  0.57)

15 1/7 長  野 松村　千桜 長　野 05 高2
ﾏﾂﾑﾗ ﾁｻ ﾅｶﾞﾉ    26.98 (  0.58)

16 2/2 埼  玉 角野　優莉 埼　玉 04 高3
ｶｸﾉ ﾕｳﾘ ｻｲﾀﾏ    27.00 (  0.72)

16 2/7 山  梨 有浦　光虹 山　梨 04 高3
ｱﾘｳﾗ ﾐｸ ﾔﾏﾅｼ    27.00 (  0.62)

18 3/0 富  山 大上詩央里 富　山 05 高2
ｵｵｶﾐ ｼｵﾘ ﾄﾔﾏ    27.03 (  0.70)

19 2/8 福  島 原田　光羽 福　島 06 高2
ﾊﾗﾀ ﾐﾊﾈ ﾌｸｼﾏ    27.30 (  0.73)

20 2/1 茨  城 鵜飼　真央 茨　城 05 高3
ｳｶﾞｲ ﾏｵ ｲﾊﾞﾗｷ    27.31 (  0.66)
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21 1/8 長  崎 榎並　　蘭 長　崎 05 高2
ｴﾅﾐ ﾗﾝ ﾅｶﾞｻｷ    27.35 (  0.69)

22 3/1 熊  本 高妻　亜依 熊　本 05 高3
ｺｳﾂﾞﾏ ｱｲ ｸﾏﾓﾄ    27.37 (  0.63)

23 3/8 奈  良 宝珠山育海 奈　良 05 高2
ﾎｳｼﾞｭﾔﾏ ｲｸﾐ ﾅﾗ    27.69 (  0.68)

24 1/1 栃  木 渡辺　楓愛 栃　木 04 高3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾅ ﾄﾁｷﾞ    27.81 (  0.63)

1/6 和歌山 濵野　美海 和歌山 06 高2
ﾊﾏﾉ ﾐｳ ﾜｶﾔﾏ 棄権
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