
平成30年度 関西学生柔道体重別選手権大会（男子37回　女子30回）　73ｋｇ級

1 渡部甲誠 天理大学 上山快仁 近畿大学 52

2 吉村真隆 神戸大学 安村真男 立命館大学 53

3 今野波音 同志社大学 文野浩樹 大阪大学 54

4 谷　歓太 大阪工業大学 菊池　凌 大阪教育大学 55

5 竹内勇也 阪南大学 瀬戸口琢未 佛教大学 56

6 山口和馬 大阪体育大学 小島大空 滋賀大学 57

7 高津幸史 大阪府立大学 井上史穏 追手門学院大学 58

60

8 奥田朗平 びわこ成蹊スポーツ大学 中野貴朗 大阪産業大学 59

増田拓海 和歌山大学

9 中村太記 和歌山大学 篠田瑛氏 摂南大学

61

11 千葉信介 関西大学 田中昭次 大阪工業大学 62

10 吉村箇晃 滋賀大学

12 山鹿陽平 摂南大学 伊藤時仁 関西大学 63

13 濵野誠也 大阪産業大学 大野竜生 同志社大学 64

14 永谷直也 龍谷大学 青山真大 龍谷大学 65

15 小浦海輝 甲南大学 丸山大輔 大阪大学 66

16 渋川凌吾 近畿大学 森本泰一郎 神戸学院大学 67

17 大搗汰晟 天理大学 平井稜也 大阪商業大学 68

18 梅木拓哉 大阪大学 山本一真 天理大学 69

19 伊藤蒼空 立命館大学 道場春仁 神戸大学 70

20 水谷海音 大阪商業大学 伊藤史晃 京都大学 71

21 野並孝成 大阪教育大学 小坂慧太 近畿大学 72

22 森　公志 大阪経済法科大学 川邨　悠 芦屋大学 73

23 高山晃昌 桃山学院大学 木村和真 桃山学院大学 74

24 高木健太郎 関西学院大学 清水優吾 大阪府立大学 75

25 岡山雄磨 京都産業大学 家村玄基 大阪電気通信大学 76

26 清水颯汰 立命館大学 勝部　翔 天理大学 77

27 石浦洸一 和歌山大学 大野晃生 同志社大学 78

28 荒田実利 関西大学 西山　蓮 大阪経済大学 79

29 上野一成 摂南大学 谷　竜太 立命館大学 80

30 植垣　航 天理大学 乾将之介 大阪大学 81

31 大森研史郎 神戸大学 光田功輔 明治国際医療大学 82

32 久保篤史 大阪経済大学 政田綺斗 びわこ成蹊スポーツ大学 83

33 谷口淳輝 滋賀大学 三野晴之 関西学院大学 84

86

34 岩崎一太 神戸学院大学 高尾陽人 大阪産業大学 85

近藤魁斗 近畿大学

35 櫻井智久 大阪教育大学 林　海斗 大阪体育大学

87

37 河野大晟 桃山学院大学 松尾亮祐 桃山学院大学 88

36 佐藤勇斗 大阪工業大学

38 吉川修平 大阪市立大学 中上　翼 大阪府立大学 89

39 西山恭平 近畿大学 橋本涼真 甲南大学 90

40 文野和樹 大阪府立大学 石山元成 同志社大学 91

41 慶田功一 同志社大学 長原万宗 京都産業大学 92

42 中出考為 和歌山大学 西田泰賀 神戸学院大学 93

43 藤谷晋平 関西学院大学 藤田　剛 阪南大学 94

44 森島遼太朗 追手門学院大学 小野裕真 大阪商業大学 95

45 上野徳之 大阪大学 松本卓海 宝塚医療大学 96

46 笹尾　雅 びわこ成蹊スポーツ大学 南野光咲翔 天理大学 97

47 松山直暉 関西大学 中窪祥之 神戸大学 98

48 土居将大 京都大学 高谷道也 京都大学 99
49 卯川正太 大阪産業大学 南出義道 和歌山大学 100
50 古谷千博 芦屋大学 澤田　純 大阪工業大学 101
51 長尾亮汰 京都産業大学 野原悠司 関西大学 102


