
2022年度大阪国体標準記録突破者一覧 男子

名前 所属 学校名 名前 所属 学校名 名前 所属 学校名 名前 所属 学年
羽岡草太 近畿大 3 重藤流世 イトマン 四條畷学園３ 松田康平 JSSエビス 桃山学院 1 松山育 ｻﾝｹｲST 中学2

木本憲大 イトマン近大 近畿大３ 柿木奏之介 コナミ伏見 関大北陽 3 八坂康生 JSSはびきの 桃山学院 1 池田星那  ｻﾝｹｲST 中学2

北川友祐 近畿大 4 青山吉伸 ｻﾝｹｲST 大体大浪商 ２ 寺本吏玖  枚方SS香里 中学2

道越光星 大阪公立大 4

木本憲大 イトマン近大 近畿大３ 宮田一佐 イトマン 近畿大附 2 舟橋巧 枚方ＳＳ 中３ 松山育 ｻﾝｹｲST 中学2

羽岡草太 近畿大 3 重藤流世 イトマン 四條畷学園 3 松田康平 JSSエビス 桃山学院 1 安藤陽 枚方SS牧野 中学2

粟野翔 近畿大 2 柿木奏之介 コナミ伏見 関大北陽 3 八坂康生 JSSはびきの 桃山学院 1 池田星那  ｻﾝｹｲST 中学2

宇野陸 中京大 1 續竜成 桃山ST 桃山学院 3 川中鼓太郎 コナミ伏見 関大北陽 1

青山吉伸 ｻﾝｹｲST 大体大浪商 2 木村佳華 桃山学院 1

渡辺光陽 KTV石橋 関大北陽 3 田中大護 コスパ藤井寺 太成学院 1

高嶋悠雅 イトマン 桃山学院 2 泉陽一 イトマン 近畿大附 1

嶋田篤人 枚方ＳＳ 同志社香里中 ３

山本修斗 枚方ＳＳ 中学3

宮田一佐 イトマン 近畿大附 2

續竜成 桃山ST 桃山学院 3

高木陸 ＫＴＶ豊中 太成学院 3

山口哩駈 桃山ST 桃山学院 2

徳田爽人 桃山学院 3

金谷駿 イトマン 近畿大附 2

宇野舜哉 枚方SS 四條畷学園 2

黒川紫唯 ｲﾄﾏﾝ富田林 近畿大 2 高木陸 ＫＴＶ豊中 太成学院 3 堀井亜生登 パシオSC福島 中学3

今村圭吾 田尻水泳連盟 近畿大 1 續竜成 桃山ST 桃山学院 3
ユ ジョンビン 近畿大 1 金谷駿 イトマン 近畿大附 2

杉本力輝 桃山学院 2

岩住宏一郎 枚方SS

根倉悠樹弘 太成学院 3

井野竜佳 GLOBAL UNION 近大クラブ 小東真皓 イトマン 四條畷学園 2 泉陽一 イトマン 近畿大附 1 松山育 ｻﾝｹｲST 中学2

奈須一樹 守口イトマン 近畿大 2 佐藤佑亮 イトマンアビコ 太成学院 2 山本空 関大北陽 1

三光哲平 中央大 1 太田原将斗 近畿大附 1

泉颯光 中京大 4

辻野優輝 近畿大 2

大山佳祐 ｻﾝｹｲST 一般

小東真皓 イトマン 四條畷学園 2

佐藤佑亮 ｲﾄﾏﾝアビコ 太成学院大高 2

藤井陽太 イトマン 近畿大附 2

中川凌太 桃山学院 3

高田大志 白寿・近大ｸﾗﾌﾞ 一般 神園航平 NSI鶴見 太成学院 3 花井脩大 イ ト マ ン 中３ 大橋信 枚方SS 中学2

樫根滉太郎 大教大 4 木村瞬弥 ＪＳＳ東花園 桃山学院 2

西田翔麿 関大北陽 3

神園航平 NSI鶴見 太成学院 3

山口哩駈 桃山ST 桃山学院 2

木谷零都 大体大浪商 3

寛嶋尚二 近大クラブ 一般 山田啓史 NSI花園 太成学院 3 川中鼓太郎 コナミ伏見 関大北陽 1

平野柊生 近畿大 4 西村祐里 サンケイST 大体大浪商 3

好川大雅 関学大 3 宮川隼輔 桃山学院 3

山本琉 イトマン 桃山学院 2

中川凌太 桃山学院 3

桑島崚介 関大北陽 3

高木陸 ＫＴＶ豊中 太成学院 3

森本耕太 イトマン 四條畷学園 2

山田啓史 NSI花園 太成学院 2

西村祐里 サンケイST 大体大浪商 3

岩住宏一郎 枚方ＳＳ 高校3

桑島崚介 関大北陽 3

木本憲大 イトマン近大 近畿大 3 舟橋巧 枚方ＳＳ 中学3 牧内竜也  NSI鶴見 中学2

平野柊生 近畿大 4 山本修斗 枚方ＳＳ 中学3

田中健仁 近畿大 4

辻野優輝 近畿大 2

大日向海斗 イトマン近大

山口哩駈 桃山ST 桃山学院 2

木村瞬弥 ＪＳＳ東花園 桃山学院 2

和田晃太朗 太成学院 2

大山圭翔 太成学院 3

100m バタフライ

200m バタフライ

少年男子B 13名 中学2年生 ６名

100m 自由形

少年男子A 31名

400m 自由形

400m個人メドレー

200m 平泳ぎ

200m 背泳ぎ

200m 自由形

50m 自由形

100m 背泳ぎ

100m 平泳ぎ

200m個人メドレー

種目
成年男子 22名



2022年度大阪国体標準記録突破者一覧 女子

名前 所属 学校名 名前 所属 学校名 名前 所属 学校名 名前 所属 学年

池本凪沙 イトマン東京 中央大 2 大嶋千桜 イトマン 四條畷学園 2 平野結伊子 千里丘SP 茨木 1 中森美里  ｲﾄﾏﾝ富田林 中学2

國友芙緒 サンケイST 同志社大 4 金恵媛 関大北陽 2 福浪彩葵  セントラル高槻 中学2

橋本優苗  ＪＳＳ住吉 中学2

奥綾香 枚方SSNACL 中学2

中川冴理  枚方SS香里 中学2

池本凪沙 イトマン東京 中央大 2 吉井萌萌花 イトマン 近畿大附 3 中森美里  ｲﾄﾏﾝ富田林 中学2

松宮真衣 近畿大 4 大嶋千桜 イトマン 四條畷学園 2 福浪彩葵  セントラル高槻 中学2

梅木陽向 イトマン 近畿大附 3 奥綾香 枚方SSNACL 中学2

弘中花音 イトマン 四條畷学園 2

久野日菜乃 田尻水泳連盟 岸和田 3

金恵媛 関大北陽 2

梶本一花 枚方SS 同志社大 1 久野日菜乃 田尻水泳連盟 岸和田 3 福浪彩葵  セントラル高槻 中学2

谷川亜華葉 イトマン近大 近畿大 1 梅木陽向 イトマン 近畿大附 3

古八優季 KTV豊中 中京大 4 川崎優杏 桃山学院 2

松田彩花 太成学院 2

松宮真衣 近畿大 3 弘中花音 イトマン 四條畷学園 2 小塚輝子 イトマン 大体大浪商 1 福浪彩葵  セントラル高槻 中学2

杉山菜々美 近畿大附 3 菅七海 イトマン 近畿大附 1 奥綾香 枚方SSNACL 中学2

六路木あさ美 イトマン江坂 大体大浪商中 ３ 原沙都姫  NSI鶴見 中学2

野田愛 初芝SS 初芝立命館 1

弘中花音 イトマン 四條畷学園 2

高田大志 白寿・近大ｸﾗﾌﾞ 一般 鍵本彩夏 イトマン 四條畷学園 3 稲垣 杏奈 イトマン 近畿大附 1 若林実愛  ｻﾝｹｲST 中学2

樫根滉太郎 大教大 4 松本奏来 関大北陽 2 愛敬みう セントラル高槻 高槻第4 3 山本悠生  パンジョＳＣ 中学2

篠原凜子 JSS深井 大体大浪商中 3 阿部葵 初芝ＳＳ 中学2

岡元羽海 JSSりもね 太成学院 1

田積帆乃果 大阪水泳学校 近畿大附 3

鍵本彩夏 イトマン 四條畷学園 3

椋本沙良 大体大浪商 3

津田萌咲 新潟医療福祉大 3 ⾧谷川葉月 イトマン 四條畷学園 3 阪井優心 初芝ＳＳ 初芝立命館 1 古閑璃子 枚方SS牧野 中学2

宇野莉奈 中京大 1 藤本穏 枚方ＳＳ 四條畷学園 3 岡本奏季 イトマンひばり 同志社香里中 3 阪井葵心  初芝ＳＳ 中学2

星山茅奈 近畿大 2 吉井萌萌花 イトマン 近畿大附 3

國友芙緒 サンケイST 同志社大 4

藤本穏 枚方ＳＳ 四條畷学園 3

梶本一花 枚方ＳＳ 同志社大 1 梶本幸花 枚方SS 中学３ 阪井葵心  初芝ＳＳ 中学2

竹村花梨 大阪水泳学校 東洋大 3 原沙都姫  NSI鶴見 中学2

田積帆乃果 大阪水泳学校 近畿大附 3

松田彩花 太成学院 2

200m バタフライ

200m個人メドレー

400m個人メドレー

200m 平泳ぎ

50m 自由形

100m 自由形

400m 自由形

100m 背泳ぎ

200m 背泳ぎ

100m 平泳ぎ

100m バタフライ

種目
成年女子 10名 少年女子A 15名 少年女子B 13名 中学2年生 11名


