
　　　　　　　　　　　平成２５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 関学大 近畿大 甲南大 桃学大 総的中 的中率 勝敗 順位

立命館 ― ○146 ○141 ○142 ○147 576 0.900 4勝0敗 1
関学大 ●128 ― ○128 ○129 ○129 514 0.803 ３勝１敗 2
近畿大 ●101 ●128 ― ●115 ○129 473 0.739 １勝３敗 4
甲南大 ●119 ●108 ○115 ― ○113 455 0.711 2勝2敗 3
桃学大 ●96 ●113 ●95 ●100 ― 404 0.631 ０勝４敗 5

男子２部A
京橘大 大市大 同志社 天理大 大府大 総的中 的中率 勝敗 順位

京橘大 ― ●110 ○119 ○120 ●102 451 0.705 ２勝２敗 ２
大市大 ○111 ― ●105 ●111 ●104 431 0.673 １勝３敗 ５
同志社 ●109 ○108 ― ●120 ○109 446 0.697 ２勝２敗 ３
天理大 ●100 ○126 ○121 ― ○126 473 0.739 ３勝１敗 １
大府大 ○103 ○111 ●85 ●108 ― 407 0.636 ２勝２敗 ４

男子２部B
大産大 関西大 京都大 龍谷大 和歌山 総的中 的中率 勝敗 順位

大産大 ― ●100 ●115 ○120 ○116 451 0.705 ２勝２敗 ２
関西大 ○112 ― ●118 ●111 ●99 440 0.688  １勝３敗 ４
京都大 ○116 ○127 ― ○120 ○115 478 0.747 ４勝０敗 １
龍谷大 ●108 ○114 ●110 ― ○114 446 0.697 ２勝２敗 ３
和歌山 ●105 ○100 ●100 ●93 ― 398 0.622 １勝３敗 ５

関西大１１２－和歌山１０４

関学大14－5
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近畿大14－4
近畿大10 甲南大13



男子３部A
兵県姫 大阪大 滋賀大 神外大 大経大 総的中 的中率 勝敗 順位

兵県姫 ― ●63 ●99 ●87 ○86 335 0.523 １勝３敗 ４
大阪大 ○104 ― ○106 ○103 ○100 413 0.645 ４勝０敗 １
滋賀大 ○110 ●98 ― ○109 ○88 405 0.633 ３勝１敗 ２
神外大 ○88 ●83 ●74 ― ○91 336 0.525 ２勝２敗 ３
大経大 ●84 ●79 ●78 ●76 ― 317 0.495 ０勝４敗 ５

男子３部B
京産大 京工繊 神戸大 神院大 佛教大 総的中 的中率 勝敗 順位

京産大 ― ○112 ○105 ○102 ○119 438 0.684 ４勝０敗 １
京工繊 ●83 ― ●81 ○113 ●83 360 0.563 １勝３敗 ５
神戸大 ●94 ○99 ― ○106 ○100 399 0.623 ３勝１敗 ２
神院大 ●96 ●87 ●88 ― ○91 362 0.566 １勝３敗 ３
佛教大 ●79 ○89 ●87 ●90 ― 345 0.539 １勝３敗 ４

佛教大８５－京工繊８３－神院大１０３

男子４部A

奈教大 滋県大 大教大 京教大 京府医 総的中 的中率 勝敗 順位

奈教大 ― ○114 ○108 ○113 ○98 433 0.677 4勝０敗 １
滋県大 ●40 ― ●53 ●66 ●68 227 0.355 ０勝４敗 ５
大教大 ●73 ○80 ― ○72 ●69 294 0.459 ２勝２敗 ４
京教大 ●81 ○83 ●71 ― ○98 333 0.520 ２勝２敗 ２
京府医 ●85 ○79 ○82 ●78 ― 324 0.506 ２勝２敗 ３

男子４部B
京園大 兵県神 奈良大 奈県医 総的中 的中率 勝敗 順位

京園大 ― ○96 ○102 ○90 288 0.600 ３勝０敗 １
兵県神 ●81 ― ●77 ○90 248 0.517 １勝２敗 ３
奈良大 ●61 ○87 ― ○89 237 0.494 ２勝１敗 ２
奈県医 ●86 ●82 ●81 ― 249 0.519 ０勝３敗 ４

3部B順位決定戦



男子４部リーグ不参加　 姫獨大

男子５部A
大電通 帝塚山 大歯大 阪大外 総的中 的中率 勝敗 順位

大電通 ― ●64 ●43 ○58 165 0.344 1勝２敗 ３
帝塚山 ○76 ― ○84 ○79 239 0.498 ３勝０敗 １
大歯大 ○64 ●63 ― ○82 209 0.435 ２勝1敗 ２

阪大外 ●45 ●35 ●30 ― 110 0.229 0勝３敗 ４

　

男子５部B
大院大 京外大 大芸大 大経法 総的中 的中率 勝敗 順位

大院大 ― ●43 ○64 ●50 157 0.327 １勝２敗 ３
京外大 ○77 ― ●65 ○68 210 0.438 ２勝１敗 １
大芸大 ●55 ○69 ― 不戦勝 124 0.388 ２勝１敗 ２
大経法 ○51 ●49 不戦敗 ― 100 0.313 １勝２敗 ４

京外大７２－大芸大４８

男子５部Ｃ
大手前 京府大 京文教 兵教大 総的中 的中率 勝敗 順位

大手前 ― ○７0 ○95 不戦勝 165 0.516 ３勝０敗 １
京府大 ●39 ― ●53 ●43 135 0.281 ０勝３敗 ４
京文教 ●79 ○64 ― ○50 193 0.402 ２勝１敗 ２
兵教大 不戦敗 ○48 ●33 ― 81 0.253 １勝２敗 ３

男子５部リーグ不参加　 高野山・畿央大

5部順位決定戦



 　１部４位－ ２部２位 近畿大１１4－天理大１２１ -天理大１２１ 天理大の１部昇格
桃学大９３－京都大１２３ 京都大の１部昇格
大市大９０－大阪大１１２ 大阪大の２部昇格
和歌山１２１－京産大１１３ 和歌山の２部残留
大経大８５－奈教大１１６ 奈教大の３部昇格
京工繊９７－京園大８７ 京工繊の３部残留
大教大６９－京外大６５ 大教大の４部残留
奈県医９３ー帝塚山７６ 奈県医の４部残留

４部下位－５部優勝上位滋県大６７－大手前７９ 大手前の４部昇格

１部５位－２部１位

４部上位－５部優勝中位

２部Ａ－３部Ａ
２部Ｂ－３部Ｂ
３部Ａ－４部Ａ

４部４位下位－５部優下位

３部Ｂ－４部Ｂ


