
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）　81ｋｇ級（2日目）

1 中村 洸登 天理大学 小川 晟矢 天理大学 41

2 稲岡 空陽 大阪経済法科大学 宗廣 杜頼 大阪教育大学 42

43

4 中村 基希 同志社大学 松本 星哉 大阪産業大学 44

3 永井 康勢 大阪教育大学 田中 照瑛 大阪公立大学

45

6 川島 康徳 大阪学院大学 永井 大智 芦屋大学 46

5 鵜澤 亜斗夢 京都産業大学 竹田 市奨 明治国際医療大学

47

8 宮内 雄生 姫路獨協大学 竹内 洸介 摂南大学 48

7 杉内 智紀 大阪経済大学 橋本 光正 近畿大学

49

10 宮﨑 律成 関西学院大学 川北 遥路 京都産業大学 50

9 山路 重人 大阪産業大学 横田 峻亮 立命館大学

51

12 平 高毅 近畿大学 松浦 優樹 大阪学院大学 52

11 中窪 洸貴 龍谷大学 田倉 鉄平 龍谷大学

53

14 中谷 誠司郎 京都大学 藤野 航暉 同志社大学 54

13 良原 亘亮 神戸学院大学 遠藤 康介 天理大学

55

16 水田 桜介 大阪体育大学 福田 晧平 大阪経済法科大学 56

15 須磨 光司 甲南大学 飯田 大夢 姫路獨協大学

57

18 西山 雅春 神戸大学 藤原 琢耀 関西学院大学 58

17 池田 泰久 同志社大学 吉山 航太 大阪商業大学

59

20 広岡 侑希 関西大学 青嶋 優 関西大学 60

19 佐藤 輝斗 天理大学 多田 圭伸 神戸学院大学

61

22 宮田 大空 姫路獨協大学 大隅 天眞 大阪経済大学 62

21 奥村 弥百希 甲南大学 山村 陸斗 天理大学

63

24 増尾 純大 明治国際医療大学 坂本 圭生 関西学院大学 64

23 岡本 崇暉 立命館大学 冨田 悠斗 姫路獨協大学

65

26 泉 賢人 京都大学 山崎 祥哉 京都大学 66

25 比嘉 完太 阪南大学 三島 陸 大阪公立大学

67

28 山崎 祐士郎 関西大学 宮内 位浩 明治国際医療大学 68

27 中井　瞭 大阪体育大学 前中 祐亮 龍谷大学

69

30 中橋 大貴 天理大学 宗像 隆聖 同志社大学 70

29 五十嵐 祐弥 桃山学院大学 和氣 泰成 大阪産業大学

71

32 森田 凌介 大阪産業大学 竹下 勇樹 佛教大学 72

31 渕田 基矢 近畿大学 古居 慎二郎 近畿大学

73

34 竹本 舜 大阪教育大学 野崎 友介 桃山学院大学 74

33 塩谷 文武 芦屋大学 野村 泰地 甲南大学

75

36 臼山 仁平 大阪経済大学 上田 翼 大阪体育大学 76

35 小猿 崇太 天理大学 山本 虎鉄 神戸学院大学

77

38 瀬戸 駿之助 同志社大学 山本 裕斗 大阪工業大学 78

37 高 優樹 摂南大学 金田 茉大 神戸大学

79

40 若林 誠彦 大阪公立大学 西垣 紫穏 摂南大学 80

39 梅本 皓生 神戸学院大学 井口 貫至朗 関西大学

瀬戸 駿之助 同志社大学 宗廣 杜頼 大阪教育大学

佐藤 輝斗 天理大学 宗廣 杜頼 大阪教育大学

瀬戸 駿之助 同志社大学 古居 慎二郎 近畿大学


	81kg級

