
立命館大学 ○７－０● 天理大学
５５ＫＧ級 向　　翔平 EF
６０ＫＧ級 藤永　大吾 ◎TO1'15"● 小高　泰徳
６６ＫＧ級 鈴木　崇之 ◎ST2'03"● 小来田　広志
７４ＫＧ級 吉眞　恒治 ◎TO2'03"● 玉村　正慶
８４ＫＧ級 佐藤　秀一 ◎ST3'20"● 北浦　徳之
９６ＫＧ級 松井　　翔 ◎ST2'58"● 高橋　豊
１２０ＫＧ級 今井　徳彦 ◎TO1'44"９－１● 田中　元直

同志社大学 ○４－３● 南九州大学
５５ＫＧ級 竹中　伸太 EF
６０ＫＧ級 西尾　直之 ○PP6'00"7－1● 小谷　潤也
６６ＫＧ級 平田　真也 ●SP4'32"○ 船場　建徳
７４ＫＧ級 西田　順平 ○PP6'00"9－2● 宮本　靖治
８４ＫＧ級 小山　裕之 ●PP7'28"2－5○ 平野　寿人
９６ＫＧ級 芳林　健太 ○PP6'42"3－2● 竹田　和彦
１２０ＫＧ級 上田　紘三郎 ●TO1'11"◎ 裾分　隆仁

福岡大学 ○６－１● 近畿大学
５５ＫＧ級 水野　慶之 ●TO5'02"○ 山田　裕生
６０ＫＧ級 村田　紘司 ◎SP5'27"● 平田　　裕
６６ＫＧ級 三谷　裕之 ◎TO2'17"● 鈴木　英成
７４ＫＧ級 藤山　光太郎 ◎SP4'21"● 村井　和弥
８４ＫＧ級 安藤　康弘 ○ＰＰ6'00"7-2● 青木　良三
９６ＫＧ級 吉田　光志 ◎TO1'30"● 林　　真弘
１２０ＫＧ級 黒川　茂高 ○ＰＰ6'00"7-3● 川崎　壮基

徳山大学 ○５－２● 桃山学院大学
５５ＫＧ級 米澤　誠 ○PP6'51"９－８● 橋本　尚平
６０ＫＧ級 近重　大佑 ●PP6'00"２－５○ 東　　　裕
６６ＫＧ級 佐立　匤史 ○PO6'00"７－０● 上田　昌弘
７４ＫＧ級 藤村　　義 ◎ST4'34"● 武内　和人
８４ＫＧ級 佐藤　　健 ○PP6'00"９－３● 佐田　典久
９６ＫＧ級 伊藤　　真 ◎SP6'00"● 今中　　輝
１２０ＫＧ級 磯部　栄治 ●PP6'00"１－５○ 西川　　潤

立命館大学 ○６－１● 南九州大学
５５ＫＧ級 向　　翔平 EF
６０ＫＧ級 橋井　巧佑 ◎ST4'20"● 小谷　潤也
６６ＫＧ級 鈴木　崇之 ○PP6'00"４－３● 船場　建徳
７４ＫＧ級 長谷川　智人 ○PP6'00"６－２● 中島　英晴
８４ＫＧ級 佐藤　秀一 ◎ST4'31"● 平野　寿人
９６ＫＧ級 神野　圭一 ○PO6'00"６－０● 竹田　和彦
１２０ＫＧ級 今井　徳彦 ●TO0'48"◎ 裾分　隆仁

同志社大学 ○６－１● 天理大学
５５ＫＧ級 竹中　伸太 EF
６０ＫＧ級 平田　真也 ◎TO1'15"● 小高　泰徳
６６ＫＧ級 西田　順平 ◎ST5'54"● 小来田　広志
７４ＫＧ級 森脇　洋介 ◎ST2'09"● 玉村　正慶
８４ＫＧ級 小山　裕之 ●PP6'00"２－４○ 北浦　徳之
９６ＫＧ級 芳林　健太 ○PP6'00"１０－３● 高橋　豊
１２０ＫＧ級 上田　紘三郎 ◎TO1'41"● 田中　元直

西日本学生春季リーグ戦

第一日目　[５月２４日（土）]

【一部リーグ】



福岡大学 ○５－２● 桃山学院大学
５５ＫＧ級 前島　壮士 ●PP6'00"２－３○ 橋本　尚平
６０ＫＧ級 久賀　弘喜 ●TO4'50"◎ 東　　　裕
６６ＫＧ級 三谷　裕之 ○PP6'00"８－２● 上田　昌弘
７４ＫＧ級 園田　裕矢 ○PP6'00"８－４● 武内　和人
８４ＫＧ級 安藤　康弘 ◎SP4'52"● 佐田　典久
９６ＫＧ級 黒川　茂高 ○PP6'00"７－２● 今中　　輝
１２０ＫＧ級 吉田　光志 ◎ST5'00"● 西川　　潤

徳山大学 ○６－１● 近畿大学
５５ＫＧ級 米澤　誠 ○PP6'00"１３－６● 山田　裕生
６０ＫＧ級 宮田　勇樹 ◎TO5'53"● 桂　大樹
６６ＫＧ級 佐立　匤史 ○PP6'00"４－２● 長江　祐介
７４ＫＧ級 佐藤　　健 ○PP6'05"５－１● 村井　和弥
８４ＫＧ級 EF 青木　良三
９６ＫＧ級 伊藤　　真 ◎TO1'02"● 林　　真弘
１２０ＫＧ級 磯部　栄治 ○PP6'00"９－２● 川崎　壮基



関西学院大学 ●２－５○ 中京学院大学
５５ＫＧ級 菅沼　翔吾 ○PP6'00"３－１● 伊藤　貴紀
６０ＫＧ級 中谷　武憲 ●ST0'59"◎ 宮澤　健一郎
６６ＫＧ級 山崎　善太 ●PP6'00"１－３○ 増田　泰治
７４ＫＧ級 田中　正幸 ●PP6'00"１－６○ 佐藤　広之
８４ＫＧ級 大森　良太 ●TO0'14"◎ 村上　慶喜
９６ＫＧ級 平山　憲司 ●TO0'46"◎ モワ　パラ
１２０ＫＧ級 関沢　英行 ○PO6'00"３－０● 古川　佑

日本文理大学 ○７-０● 関西大学
５５ＫＧ級 塚田　正義 ●TO0'41"◎ 漆原　功二
６０ＫＧ級 川　翔太 ●TO1'12"◎ 蔵野　友浩
６６ＫＧ級 竹下　文貴 ●TO1'02"◎ 古川　典央
７４ＫＧ級 井上　研一 ●TO2'23"◎ 山岡　宏太郎
８４ＫＧ級 沖村　雄治 ●TO4'27"◎ 大野　祐亮
９６ＫＧ級 坂本　憲蔵 ●TO1'19"◎ 山岡　嘉仁
１２０ＫＧ級 宮崎　光弘 ●TO0'59"◎ 小河　暢一

京都産業大学 ○５－２● 大阪体育大学
５５ＫＧ級 長田　健 EF
６０ＫＧ級 西山　太博 ◎TO0'31"● 小林　俊介
６６ＫＧ級 有田　一平 ◎TO0'42"● 楢崎　正康
７４ＫＧ級 福永　徹 ◎TO0'55"● 鎌田　悠輔
８４ＫＧ級 中西　修介 ◎TO2'10"● 岡田　良一
９６ＫＧ級 竹添　将太 ●TO2'30"◎ 西田　祐基
１２０ＫＧ級 鈴木　康史 ●TO1'32"◎ 浜崎　克也

東亜大学 ●３－４○ 中京学院大学
５５ＫＧ級 EF    伊藤　貴紀
６０ＫＧ級 篠崎　茂 ●PP6'00"４－８○ 宮澤　健一郎
６６ＫＧ級 南　康弘 ○PP6'00"４－１● 増田　泰治
７４ＫＧ級 外山　雅樹 ◎TO4'46"● 佐藤　広之
８４ＫＧ級 梅田　康司 ●PP6'00"３－４○ 村上　彰一
９６ＫＧ級 遠山　大輔 ○PO6'00"４－０● 古川　佑
１２０ＫＧ級 大西　孝治 ●PO6'00"０－５○ モワ　パラ

日本文理大学 ◎７－０● 大阪体育大学
５５ＫＧ級 川　裕毅 EF
６０ＫＧ級 宮下　良浜 ◎TO1'00"● 小林　俊介
６６ＫＧ級 三浦　洋之 ◎TO0'29"● 楢崎　正康
７４ＫＧ級 井上　研一 ◎TO0'43"● 鎌田　悠輔
８４ＫＧ級 沖村　雄治 ◎TO2'16"● 岡田　良一
９６ＫＧ級 坂本　憲蔵 ○PP6'00"３－１● 西田　祐基
１２０ＫＧ級 宮崎　光弘 ○PP6'00"５－４● 浜崎　克也

京都産業大学 ●１－６◎ 関西大学
５５ＫＧ級 長田　健 ◎TO2'20"● 漆原　功二
６０ＫＧ級 西山　太博 ◎TO5'23"● 蔵野　友浩
６６ＫＧ級 有田　一平 ○PP6'00"６－２● 古川　典央
７４ＫＧ級 福永　徹 ○PO6'00"６－０● 山岡　宏太郎
８４ＫＧ級 中西　修介 ●TO3'28"◎ 山岡　嘉仁
９６ＫＧ級 竹添　将太 ●TO1'36"◎ 大野　祐亮
１２０ＫＧ級 鈴木　康史 ●TO1'01"◎ 小河　暢一

【二部リーグ】
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