
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. : 84 女子   50m 自由形 予選

成年 大会記録     25.00

順位 組/水路 加盟 氏名 所属 生年 学年 記録

50m

1 1/4 愛  知 神野　ゆめ 愛　知 02 大2
ｼﾞﾝﾉ ﾕﾒ ｱｲﾁ    25.30 (  0.64)

2 3/4 神奈川 五十嵐千尋 神奈川 95
ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾋﾛ ｶﾅｶﾞﾜ    25.39 (  0.65)

3 1/3 東  京 山本茉由佳 東　京 00
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｶ ﾄｳｷｮｳ    25.45 (  0.66)

4 3/5 大  阪 池本　凪沙 大　阪 02 大2
ｲｹﾓﾄ ﾅｷﾞｻ ｵｵｻｶ    25.51 (  0.61)

5 2/3 長  野 今牧まりあ 長　野 01 大3
ｲﾏﾏｷ ﾏﾘｱ ﾅｶﾞﾉ    25.67 (  0.71)

6 1/5 青  森 相馬　あい 青　森 97
ｿｳﾏ ｱｲ ｱｵﾓﾘ    25.72 (  0.62)

7 3/3 千  葉 込山　　瞳 千　葉 00 大4
ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ ﾁﾊﾞ    25.75 (  0.67)

8 2/5 岡  山 増田　　葵 岡　山 96
ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ ｵｶﾔﾏ    25.83 (  0.64)

9 2/4 京  都 大本　里佳 京　都 97
ｵｵﾓﾄ ﾘｶ ｷｮｳﾄ    25.84 (  0.66)

10 1/6 埼  玉 田嶋　玲奈 埼　玉 01 大3
ﾀｼﾞﾏ ﾚﾅ ｻｲﾀﾏ    25.95 (  0.59)

11 2/6 福  岡 今井　美祈 福　岡 01 大4
ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ ﾌｸｵｶ    26.34 (  0.67)

12 1/7 茨  城 五十畑彩花 茨　城 00 大4
ｲｿﾊﾀ ｻﾔｶ ｲﾊﾞﾗｷ    26.40 (  0.66)

13 1/2 石  川 河岸　凜子 石　川 00 大4
ｶﾜｷﾞｼ ﾘﾝｺ ｲｼｶﾜ    26.44 (  0.58)

14 3/7 静  岡 松永　爽羽 静　岡 02 大2
ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾜ ｼｽﾞｵｶ    26.50 (  0.61)

15 2/2 長  崎 仲田　　葵 長　崎 03 大1
ﾅｶﾀ ｱｵｲ ﾅｶﾞｻｷ    26.65 (  0.66)

16 3/2 山  口 内田　愛理 山　口 00 大4
ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ    26.67 (  0.61)

17 1/1 高  知 西山千梨夏 高　知 02 大2
ﾆｼﾔﾏ ｾﾘｶ ｺｳﾁ    26.77 (  0.62)

18 2/7 熊  本 緒方　温菜 熊　本 01 大3
ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾅ ｸﾏﾓﾄ    26.78 (  0.64)

19 2/1 山  梨 家登美櫻子 山　梨 02 大2
ｶﾄ ﾐｵｺ ﾔﾏﾅｼ    27.36 (  0.64)

20 3/1 兵  庫 舩本　愛子 兵　庫 02 大2
ﾌﾅﾓﾄ ｱｲｺ ﾋｮｳｺﾞ    27.54 (  0.65)
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3/6 和歌山 土井　香凜 和歌山 01 大3
ﾄﾞｲ ｶﾘﾝ ﾜｶﾔﾏ 棄権
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