
7位決定戦

2022年度　関西学生柔道体重別選手権大会（男子41回　女子34回）　73ｋｇ級（2日目）

1 顕徳 大晴 天理大学 小原 龍太郎 天理大学 39

2 久保 大智 姫路獨協大学 貞政 隆杜 大阪公立大学 40

41

4 松下 天嶺 京都大学 花崎 燿平 姫路獨協大学 42

3 山根 澪弥 神戸学院大学 森本 慶 摂南大学

43

6 澁野 拓丸 明治国際医療大学 丹 立之介 関西学院大学 44

5 喜多 勝健 関西学院大学 桜井 信之 関西大学

45

8 平方 雄大 芦屋大学 大館 力也 大阪商業大学 46

7 出口 優斗 関西大学 赤尾 均斗 神戸学院大学

47

10 小方 圭梧 摂南大学 仁田原 冠汰 近畿大学 48

9 村井 舜 甲南大学 河野 沢水 大阪体育大学

49

12 田中 悠時 びわこ成蹊スポーツ大学 倉部 隆成 同志社大学 50

11 松浦 稜生 同志社大学 相原 伯空 大阪産業大学

51

14 中村 海斗 大阪体育大学 吉田 忠優 明治国際医療大学 52

13 石田 皇志郎 近畿大学 若狭 力樹 びわこ成蹊スポーツ大学

53

16 神野 風汰 宝塚医療大学 川尻 惇司 宝塚医療大学 54

15 福田 凌己 立命館大学 伊藤 勇喜 甲南大学

55

18 横山 昇汰 明治国際医療大学 油目 直己 京都大学 56

17 三浦 大輝 大阪産業大学 戸川 彪 芦屋大学

57

20 濱 幸哉 近畿大学 横山 大地 甲南大学 58

19 谷口 稜太 京都産業大学 小笠原 太一 立命館大学

59

22 幸田 好夏 姫路獨協大学 内田 皓介 同志社大学 60

21 津島 徳一 神戸学院大学 田原 怜輝 佛教大学

61

24 山岡 和真 宝塚医療大学 福島 颯太 神戸大学 62

23 佐藤 遼太朗 関西学院大学 塩山 龍翔 龍谷大学

63

26 向 匠海 佛教大学 中塚 大介 神戸学院大学 64

25 坂元 香月 天理大学 山崎 光次郎 大阪大学

65

28 大久保 圭太 京都産業大学 浦川 裕真 桃山学院大学 66

27 小島 広己 立命館大学 榎本 開斗 天理大学

67

30 西尾 武沙士 大阪商業大学 藤本 魁斗 姫路獨協大学 68

29 川野 雄志郎 大阪産業大学 及川 寛至 近畿大学

69

32 内田 悠介 同志社大学 佐藤 圭悟 明治国際医療大学 70

31 久米井 遥斗 大阪体育大学 薮井 雷土 京都産業大学

71

34 中尾 柊平 大阪公立大学 上門 昂輝 大阪経済大学 72

33 牛澤 志進 京都大学 外村 宗太 同志社大学

73

36 岩﨑 洸樹 明治国際医療大学 西口 直輝 大阪学院大学 74

35 竹家 和希 関西大学 新田 一心 大阪体育大学

75

38 玉井 弥 奈良大学 宮下 真八 大阪教育大学 76

37 中村 将大 天理大学 田山 快 関西学院大学
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