
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     21.67
競技No. : 83 男子   50m 自由形 予選

少年A 大会記録     22.83

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 1/4 東  京 山口　遼大 東　京 04 高3
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ ﾄｳｷｮｳ    23.17 (  0.70)

2 2/4 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    23.30 (  0.68)

3 2/5 静  岡 内村　駿斗 静　岡 05 高3
ｳﾁﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｼｽﾞｵｶ    23.47 (  0.64)

3 3/5 千  葉 砂村　光彦 千　葉 05 高3
ｽﾅﾑﾗ ﾐﾂﾋｺ ﾁﾊﾞ    23.47 (  0.67)

5 1/5 栃  木 蓮沼　椋祐 栃　木 05 高3
ﾊｽﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ ﾄﾁｷﾞ    23.48 (  0.67)

6 1/3 沖  縄 大城　渉星 沖　縄 04 高3
ｵｵｼﾛ ｼｮｳｾｲ ｵｷﾅﾜ    23.60 (  0.56)

7 2/6 愛  媛 合田　壱星 愛　媛 04 高3
ｺﾞｳﾀﾞ ｲｯｾｲ ｴﾋﾒ    23.63 (  0.63)

8 3/2 愛  知 岩村　航佑 愛　知 05 高2
ｲﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ ｱｲﾁ    23.68 (  0.60)

9 2/3 石  川 東方　琉河 石　川 05 高2
ﾋｶﾞｼｶﾀ ﾙｶ ｲｼｶﾜ    23.77 (  0.64)

10 3/3 埼  玉 長岡　　豪 埼　玉 05 高2
ﾅｶﾞｵｶ ｺﾞｳ ｻｲﾀﾏ    23.92 (  0.62)

11 1/6 富  山 上田　滉貴 富　山 04 高3
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ ﾄﾔﾏ    23.94 (  0.71)

12 1/8 福  井 毛利慎之介 福　井 04 高3
ﾓｳﾘ ｼﾝﾉｽｹ ﾌｸｲ    24.02 (  0.64)

13 2/7 熊  本 森本　勇気 熊　本 04 高3
ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ ｸﾏﾓﾄ    24.16 (  0.62)

14 1/7 三  重 石川　凌久 三　重 04 高3
ｲｼｶﾜ ﾘｸ ﾐｴ    24.19 (  0.62)

15 1/2 福  岡 冨野　陽輝 福　岡 04 高3
ﾄﾐﾉ ﾊﾙｷ ﾌｸｵｶ    24.25 (  0.69)

16 1/0 北海道 山岸　柊也 北海道 05 高3
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｳﾔ ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    24.27 (  0.74)

17 3/7 宮  城 高橋康太朗 宮　城 04 高3
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔｷﾞ    24.28 (  0.65)

18 1/1 兵  庫 左脇　弘大 兵　庫 05 高2
ｻﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ ﾋｮｳｺﾞ    24.29 (  0.65)

19 3/8 鹿児島 和田　慎平 鹿児島 04 高3
ﾜﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ｶｺﾞｼﾏ    24.34 (  0.62)

20 2/0 新  潟 堀口　登矢 新　潟 04 高3
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄｳﾔ ﾆｲｶﾞﾀ    24.55 (  0.66)
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50m

20 3/0 鳥  取 上杉　了以 鳥　取 05 高2
ｳｴｽｷﾞ ﾘｮｳｲ ﾄｯﾄﾘ    24.55 (  0.69)

20 3/1 高  知 奥田　友樹 高　知 04 高3
ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｷ ｺｳﾁ    24.55 (  0.67)

23 2/1 徳  島 笠谷　勇仁 徳　島 05 高2
ｶｻﾀﾆ ﾕｳﾄ ﾄｸｼﾏ    24.56 (  0.59)

24 2/8 岡  山 小松原陽斗 岡　山 04 高3
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙﾄ ｵｶﾔﾏ    24.61 (  0.81)

25 2/2 佐  賀 寺川琉之介 佐　賀 05 高2
ﾃﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｻｶﾞ    24.71 (  0.78)

3/4 神奈川 松原　光佑 神奈川 04 高3
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ ｶﾅｶﾞﾜ 棄権

3/6 茨  城 中田　有友 茨　城 04 高3
ﾅｶﾀ ｱﾘﾄﾓ ｲﾊﾞﾗｷ 棄権
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