
51 上野徳之 大阪大学 野原健吾 大阪電気通信大学 102
50 田和直樹 摂南大学 西山恭平 近畿大学 101
49 四宮洸一 大阪工業大学 竹田絃人 大阪工業大学 100
48 執行雅治 関西学院大学 中野貴朗 大阪産業大学 99

47 山下大智 龍谷大学 長谷川斗真 甲南大学 98

46 荒田実利 関西大学 塙　守明 大阪市立大学 97

45 小澤尚士 滋賀大学 吉岡英幸 立命館大学 96

44 橋本涼真 甲南大学 千葉信介 関西大学 95

43 木原　凌 大阪経済法科大学 下向秀馬 天理大学 94

42 篠原崇将 神戸学院大学 青山真大 龍谷大学 93

41 今野雄太 大阪体育大学 西山　蓮 大阪経済大学 92

40 山本竜也 追手門学院大学 菊池　凌 大阪教育大学 91

39 明崎　海 大阪産業大学 中正直希 関西学院大学 90

38 近藤大祐 神戸大学 懸高祥梧 京都府立医科大学 89

87

37 松本啓吾 大阪市立大学 斉藤　晶 大阪大学 88

36 中上　翼 大阪府立大学 竹内勇也 阪南大学

35 櫻井智久 大阪教育大学 山鹿陽平 摂南大学 86

34 鷲山峻大 和歌山大学 石浦洸一 和歌山大学 85

33 安村真男 立命館大学 吉川修平 大阪市立大学 84

32 烏野丈一郎 近畿大学 横山弘幸 大阪体育大学 83

31 酒井悠木 大阪経済法科大学 竹川洸吉 大阪経済法科大学 82

30 奥田朗平 びわこ成蹊スポーツ大学 出村勝輝 関西大学 81

29 佐々木裕一 天理大学 角本翔也 佛教大学 80

28 西口　嵐 京都産業大学 笹尾　雅 びわこ成蹊スポーツ大学 79

27 平井稜也 大阪商業大学 牧野拓弥 桃山学院大学 78

26 大田真誠 同志社大学 上山快仁 近畿大学 77

25 野原　輝 びわこ成蹊スポーツ大学 木下誠司 大阪大学 76

24 高岡直樹 京都府立医科大学 近藤魁斗 近畿大学 75

23 山本遼介 大阪産業大学 小浦海輝 甲南大学 74

22 渋川凌吾 近畿大学 柳生晃汰 神戸学院大学 73

21 土居将大 京都大学 上村　陸 和歌山大学 72

20 大野竜生 同志社大学 水越裕太 大阪市立大学 71

19 堅田有一 和歌山大学 清水颯汰 立命館大学 70

18 岡山雄磨 京都産業大学 慶田功一 同志社大学 69

17 波多江光祐 大阪教育大学 藤木大気 明治国際医療大学 68

16 長友喜生 佛教大学 平岡瑛司 関西学院大学 67

15 巖本豪史 関西学院大学 植垣　航 天理大学 66

14 石川翔也 関西大学 西村信哉 龍谷大学 65

13 浅井元貴 大阪経済法科大学 矢田遼太郎 姫路獨協大学 64

12 黒川太陽 摂南大学 桜井　秋 大阪大学 63

61

11 杉本元気 大阪市立大学 水谷海音 大阪商業大学 62

10 上西哲志 芦屋大学 金谷勇治 芦屋大学

9 文野浩樹 大阪大学 濵野誠也 大阪産業大学 60

8 戎井拓実 大阪工業大学 篠田瑛氏 摂南大学 59

7 高尾陽人 大阪産業大学 田中　航 京都産業大学 58

6 河野大晟 桃山学院大学 中川元気 大阪経済法科大学 57

5 家村玄基 大阪電気通信大学 竹田健悟 関西大学 56

4 宇佐美健太郎 滋賀大学 高山晃昌 桃山学院大学 55

3 三野晴之 関西学院大学 三井翔也 神戸大学 54

52

2 中西悠太 大阪体育大学 谷口淳輝 滋賀大学 53

平成29年度　第36回　関西学生柔道体重別選手権大会（－７３ｋｇ）

1 渡部甲誠 天理大学 松田脩平 天理大学


