
令和４年度全国中学校体育大会

第６２回全国中学校水泳競技大会 １日目（８月１８日）競技結果

2022/08/18～2022/08/20

会場  宮城県セントラルスポーツ宮城G21プール（宮城県総合プール)

＜男子成績一覧＞
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 1500m自由形

今福　和志  中3 内村　弥路  中3 安井　悠斗  中3 丹野　義大  中3 中村　守未  中3 大西　雄斗  中3 上村　英暉  中3 若杦　朝陽  中2 氏名　　　　学年

枚方三 三芳藤久保 飽田 川口戸塚西 札幌南が丘 桂 御南 平城 所属校

15:05.71 15:28.03 15:29.89 15:35.49 15:46.85 15:49.68 15:53.72 15:54.77 時間

8:00.14  (800m) 8:19.11  (800m) 8:11.88  (800m) 8:16.35  (800m) 8:22.54  (800m) 8:28.01  (800m) 8:24.95  (800m) 8:27.09  (800m) 800m正式時間

舟橋　　巧  中3 横田　赳大  中3 安藤　　陽  中2 古江　　良  中2 神場　一樹  中3 長島　彰吾  中3 堀井亜生登  中3 川口　真澄  中3

枚方 八千代台西 杉 北本東 春日部共栄 草加瀬崎 下福島 笠間

1:49.47 1:49.98 1:50.43 1:52.16 1:52.35 1:52.62 1:52.95 1:54.54

その他競技

笠江　瑛斗  中3 松永　暖琉  中3 打出　晴大  中3 前川　大和  中3 森　　祐太  中3 倉塚　　遼  中3 山尾利樹人  中3 上嶋　万葉  中2 氏名　　　　学年

美里 西郊 六角橋 今津 志貴野 双葉台 西中原 御殿場南 所属校

1:58.47 1:59.93 2:00.61 2:00.77 2:01.24 2:01.27 2:01.48 2:02.26 時間

出口　　哲  中3 森田　碧大  中3 原田　拓弥  中3 小島　夢貴  中2 水町　騎士  中2 飛知和　渉  中3 小川　翔慎  中2 杉下　　陽  中3

太秦 葛西 水無瀬 日大豊山中学 多摩落合 武蔵野 埼大附属 新田

4:16.02 4:16.06 4:20.24 4:20.77 4:20.94 4:21.27 4:27.33 4:31.92

＜女子成績一覧＞
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

入江　夏帆  中1 竹澤　芦奈  中3 佐藤　　麗  中3 田端　春菜  中2 渕上　結夢  中1 伏屋　杏彩  中3 遠藤　花音  中3 松原　美月  中2

東山 十文字 吉原第二 津久野 鴨島第一 金沢錦丘 聖マリア 羽村一

8:39.39 8:49.78 8:52.84 8:53.70 8:53.94 8:56.55 8:59.06 8:59.27

福岡　由唯  中3 油井　美波  中1 長谷明日香  中3 野崎　美桜  中3 鵜島あかり  中3 木曽　唯来  中3 福浪　彩葵  中2 菅野　凜香  中2

昭和 伊奈 開智日本橋 柏豊四季 鳴尾 富岡 彩都西 武蔵野

1:59.14 1:59.14 2:01.52 2:02.26 2:02.45 2:02.45 2:03.27 2:04.24

石塚　宇海  中1 児玉　海生  中3 池田　莉央  中2 山口真理恵  中2 出野　有紗  中3 前田　　杏  中1 平尾　美空  中3 佐野　釉菜  中3

羽村二 川和 広川 梅坪台 久慈 金岡北 白子 流山市立南部

2:11.09 2:11.70 2:12.13 2:12.28 2:13.57 2:13.74 2:14.80 2:17.26

中嶋　　碧  中3 長岡　海涼  中3 貝瀬　結香  中3 佐々木珠南  中1 阪井　葵心  中2 小林　愛茉  中2 村山　　萌  中3 藤田　真央  中2

城端 山形五 西巣鴨 八戸東 南八下 東谷 結城東 中萩

4:33.17 4:34.79 4:37.01 4:43.55 4:44.20 4:45.16 4:48.50 4:49.38
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