
　　　　　　　　　　　平成２３年度関西学生弓道リーグ戦結果報告書　【男子】

男子１部
立命館 甲南大 関学大 京橘大 近畿大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

立命館 ― ○１３６ ●１２４ ○１２４ ○１４１ 525 0.820 0.922 ３勝１敗 ２
甲南大 ●１２１ ― ●１２５ ○１１２ ●１１６ 474 0.741 0.769 １勝３敗 ４
関学大 ○１３１ ○１３２ ― ○１２８ ○１３６ 527 0.823 0.764 ４勝０敗 １
京橘大 ●１２１ ●１０９ ●１１４ ― ●１１４ 458 0.716 0.769 ０勝４敗 ５
近畿大 ●１２１ ○１３０ ●１２６ ○１２４ ― 501 0.783 0.803 ２勝２敗 ３

0.777 0.805

男子２部A
同志社 京都大 天理大 大市大 大府大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

同志社 ― ○１１０ ○１０４ ●１０９ ●１１０ 433 0.677 0.720 ２勝２敗 １
京都大 ●１０１ ― ○１０７ ○１０３ ●８６ 397 0.620 0.761 ２勝２敗 ４
天理大 ●１００ ●１０３ ― ○１１３ ○１０７ 423 0.661 0.698 ２勝２敗 ２
大市大 ○１１１ ●９９ ●１０６ ― ○１１８ 434 0.678 0.694 ２勝２敗 ３
大府大 ○１１２ ○９８ ●１００ ●９２ ― 402 0.628 0.655 ２勝２敗 ５

0.653 0.706

同志社１２１－京都大９３－天理大１１９－大市大１０９－大府大８６

男子２部B
和歌山 神戸大 関西大 桃学大 大産大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

和歌山 ― ○１０８ ○１１８ ●１０８ ○１１３ 447 0.698 0.752 ３勝１敗 ３
神戸大 ●１０１ ― ●１０７ ●１２１ ○１０８ 437 0.683 0.717  １勝３敗 ４
関西大 ●１０８ ○１２０ ― ○１１６（１４） ○１２９ 473 0.739 0.723 ３勝１敗 ２
桃学大 ○１２８ ○１２４ ●１１６（１０） ― ○１３４ 502 0.784 0.633 ３勝１敗 １
大産大 ●１１１ ●９５ ●９２ ●９８ ― 396 0.619 0.683 ０勝４敗 ５

0.705 0.702

和歌山１０８－関西大１１６－桃学大１３０

男子３部A
佛教大 姫獨大 京産大 滋賀大 京工繊 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

佛教大 ― ○１００ ○９８ ○１００（１０） ○１１６ 414 0.647 0.692 ４勝 １
姫獨大 ●８５ ― ●７０ ●７５ ●７６ 306 0.478 0.563 ４敗 ５
京産大 ●９６ ○１０１ ― ○１０２ ○１０１ 400 0.625 0.534 ３勝１敗 ２
滋賀大 ●１００（９） ○８２ ●９７ ― ●８１ 360 0.563 0.633 １勝３敗 ４
京工繊 ●１０９ ○９３ ●９０ ○１００ ― 392 0.613 0.548 ２勝２敗 ３

0.585 0.594

男子３部B
龍谷大 大阪大 神外大 神院大 奈良大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

龍谷大 ― ○１０２ ○９５ ○１００ ○１０２ 399 0.623 0.706 ４勝 １
大阪大 ●９８ ― ○１１３ ○１０４ ○１０７ 422 0.659 0.563 ３勝１敗 ２
神外大 ●９４ ●１０１ ― ●９３ ○１０１ 389 0.608 0.625 １勝３敗 ４
神院大 ●８１ ●７９ ○９４ ― ○８９ 343 0.536 0.538 ２勝２敗 ３
奈良大 ●９０ ●７６ ●８３ ●７１ ― 320 0.500 0.533 ４敗 ５

0.585 0.593
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2部A順位決定戦
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2部B優勝決定戦



男子４部A
京府医 京外大 帝塚山 奈県医 奈教大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

京府医 ― ○７１ ●６３ ●６３ ●８４ 281 0.439 0.444 １勝３敗 ４
京外大 ●６７ ― ●６９ ●５４ ●６６ 256 0.400 0.418 ０勝４敗 ５
帝塚山 ○７５ ○８７ ― ○８５ ●８４ 331 0.517 0.488 ３勝１敗 ２
奈県医 ○７５ ○７８ ●６９ ― ○７９ 301 0.470 0.503 ３勝１敗 ３
奈教大 ○９６ ○７８ ○９０ ●７８ ― 342 0.534 0.608 ３勝１敗 １

0.472 0.492

帝塚山７７－奈県医７２－奈教大８５

男子４部B
兵県神 京教大 兵県姫 大経大 大教大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

兵県神 ― ○９０ ●８７ ●７６ ●８１ 334 0.522 0.415 １勝３敗 ４
京教大 ●６９ ― ●７０ ●７８ ●６９ 286 0.447 0.435 ４敗 ５
兵県姫 ○９１ ○１０５ ― ○１００ ○８５ 381 0.595 0.466 ４勝 １
大経大 ○８２ ○９０ ●９６ ― ○７８ 346 0.541 0.594 ３勝１敗 ２
大教大 ○８３ ○７１ ●６８ ●６８ ― 290 0.453 0.489 ２勝２敗 ３

0.512 0.480

男子５部A
大経法 大芸大 大手前 京園大 大院大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

大経法 ― ○６９ ●３９ ●４８ ●４７ 203 0.317 0.425 １勝３敗 ４
大芸大 ●６２ ― ●５４ ●５５ ●５７ 228 0.356 0.385 ０勝４敗 ５
大手前 ○６４ ○６０ ― ●７１ ○８９ 284 0.444 0.369 ３勝１敗 ２
京園大 ○１０５ ○１０１ ○８６ ― ○１０１ 393 0.614 0.534 ４勝０敗 １
大院大 ○６９ ○８１ ●８０ ●６９ ― 299 0.467 0.440 ２勝２敗 ３

0.440 0.431
　

男子５部B
京文教 大歯大 大電通 滋県大 京府大 総的中 的中率 前年度 勝敗 順位

京文教 ― ●３８ ●５１ ●５１ ○５０ 190 0.297 0.309 １勝３敗 ４
大歯大 ○６８ ― ●７３ ●７８ ○６３ 282 0.441 0.450 ２勝２敗 ３
大電通 ○７８ ○７９ ― ●７５（７）（４） ○７２ 304 0.475 0.469 ３勝１敗 ２
滋県大 ○８４ ○８６ ○７５（７）（６） ― ○７８ 323 0.505 0.448 ４勝０敗 １
京府大 ●４３ ●４７ ●４５ ●４３ ― 178 0.278 0.185 ０勝４敗 ５

         本年度的中率 0.399            前年度的中率 0.372

男子５部リーグ不参加　 兵教大・近福大・高野山

男子入替戦
１部最下位－２部１位京橘大９９－桃学大１１１ 桃学大の１部昇格

甲南大１１５－同志社１０８ 甲南大の１部残留
大府大１０３－佛教大９８ 大府大の２部残留
大産大１０６－龍谷大１１０ 龍谷大の２部昇格
姫獨大８６－奈教大７８ 姫獨大の３部残留
奈良大６９－兵県姫８３ 兵県姫の３部昇格
京外大６７ー京園大１０９ 京園大の４部昇格
京教大８４－滋県大７５ 京教大の４部残留
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