
平成２６年度関西学生弓道リーグ戦結果報告書　【男子】

１部
立命館 京都大 甲南大 天理大 関学大 総的中 的中率 勝敗 順位

立命館 ○１３８ ○１３８ ○１３６ ●１３７ 549 0.858 ３勝１敗 1
京都大 ●１２０ ○１２２ ●１１５ ○１２２ 479 0.748 ２勝２敗 3
甲南大 ●１１１ ●１１６ ●１１５ ●１２０ 462 0.722 ０勝４敗 5
天理大 ●１１６ ○１２２ ○１１７ ●１１８ 473 0.739 ２勝２敗 4
関学大 ○１４１ ●１１８ ○１２６ ○１３５ 520 0.813 ３勝１敗 2

本年度的中率 0.776 　　　　　１部順位決定戦　　　立命館135　－　関学大132
　　　　　　　　　　　　　　　　　天理大112　－　京都大114

２部A
大阪大 龍谷大 近畿大 京橘大 桃学大 総的中 的中率 勝敗 順位

大阪大 ○１１７ ○１１５ ●１１４ ○１１７ 463 0.723 ３勝１敗 3
龍谷大 ●８９ ●９９ ●９５ ○９１ 374 0.584 １勝３敗 4
近畿大 ●１１１ ○１２６ ○１２３ ○１３３ 493 0.770 ３勝１敗 1
京橘大 ○１２７ ○１２１ ●１１７ ○１２７ 492 0.769 ３勝１敗 2
桃学大 ●１０５ ●８５ ●１０３ ●１０４ 397 0.620 ０勝４敗 5

本年度的中率 0.693 ２部A順位決定戦　　大阪大112　－　近畿大130　－　京橘大121

２部B
関西大 同志社 和歌山 大産大 大府大 総的中 的中率 勝敗 順位

関西大 ○１３２ ○１３１ ○１３７ ○１２５ 525 0.820 ４勝０敗 1
同志社 ●１１２ ●９４ ●１００ ●９６ 402 0.628 ０勝４敗 5
和歌山 ●１１０ ○１２８ ●１００ ○１１０ 448 0.700 ２勝２敗 3
大産大 ●１２７ ○１１５ ○１２９ ○１２３ 494 0.772 ３勝１敗 2
大府大 ●９０ ○１０３ ●９６ ●１０４ 393 0.614 １勝３敗 4

本年度的中率 0.707

３部A
京産大 神戸大 京工繊 神外大 大市大 総的中 的中率 勝敗 順位

京産大 ●１０３ ○９７ ●９５（９） ●１００ 300 0.469 １勝３敗 4
神戸大 ○１０６ ○９９ ○１０９ ●１０６ 420 0.656 ３勝１敗 2
京工繊 ●８０ ●８８ ●８７ ●８３ 338 0.528 ０勝４敗 5
神外大 ○９５（１１） ●９４ ○１０６ ●９７ 297 0.464 ２勝２敗 3
大市大 ○１０９ ○１１２ ○１１９ ○１０７ 447 0.698 ４勝０敗 1

本年度的中率 0.563

３部B
佛教大 兵県姫 神院大 奈教大 滋賀大 総的中 的中率 勝敗 順位

佛教大 ○１０８ ○１０５ ○１０１ ○９８ 412 0.644 ４勝０敗 1
兵県姫 ●７８ ●７９ ●９２ ○８８ 337 0.527 １勝３敗 5
神院大 ●９７ ○８２ ○９４ ●８９ 362 0.566 ２勝２敗 2
奈教大 ●９８ ○１００ ●９１ ○９７ 386 0.603 ２勝２敗 2
滋賀大 ●９４ ●８６ ○９３ ●９４ 367 0.573 １勝３敗 4

本年度的中率 0.583 3部B順位決定戦　　兵県姫79　－　滋賀大108

４部A
京園大 奈県医 大手前 大経大 大教大 総的中 的中率 勝敗 順位

京園大 ●８０ ●８１ ●６６ ●５８ 285 0.445 ０勝４敗 5
奈県医 ○８８ ●９５ ○９９ ○８６ 368 0.575 ３勝１敗 2
大手前 ○９７ ○１０６ ●７１ ○９１ 365 0.570 ３勝１敗 1
大経大 ○８８ ●８３ ○８４ ○７９ 334 0.522 ３勝１敗 3
大教大 ○７３ ●７３ ●７６ ●６６ 288 0.450 １勝３敗 4

本年度的中率 0.513 4部A順位決定戦　　奈県医83　－　大手前89　－　大経大75

４部B
奈良大 京教大 京府医 兵県神 総的中 的中率 勝敗 順位

奈良大 ○９２ ○８４ ●７８ 254 0.529 ２勝１敗 1
京教大 ●７７ ●７３ ●５７ 207 0.431 ０勝３敗 4
京府医 ●７７ ○７６ ○８９ 242 0.504 ２勝１敗 3
兵県神 ○９３ ○８１ ●８１ 255 0.531 ２勝１敗 2

本年度的中率 0.499 4部B順位決定戦　　奈良大88　－　京府医77　－　兵県神84
4部B リーグ不参加　　姫獨大



５部A
帝塚山 京府大 京文教 大電通 総的中 的中率 勝敗 順位

帝塚山 ○６１ ●６２ ○６９ 192 0.400 ２勝１敗 2
京府大 ●３６ ●３１ ●３５ 102 0.213 ０勝３敗 4
京文教 ○８５ ○７２ ○８４ 241 0.502 ３勝０敗 1
大電通 ●６４ ○６９ ●６１ 194 0.404 １勝２敗 3

本年度的中率 0.380 5部A　リーグ不参加　畿央大

５部B
京外大 大芸大 兵教大 大院大 総的中 的中率 勝敗 順位

京外大 ○８６ ●７１ ○８４ 241 0.502 ２勝１敗 2
大芸大 ●７８ ○９２ ○１００ 270 0.563 ２勝１敗 1
兵教大 ○７５ ●７５ ●５４ 204 0.425 １勝２敗 3
大院大 ●７４ ●５８ ○５６ 188 0.392 １勝２敗 4

本年度的中率 0.470 5部B順位決定戦　　京外大78　－　大芸大103

５部Ｃ
滋県大 阪大外 大歯大 大経大 総的中 的中率 勝敗 順位

滋県大 ○８１ ○７７ ○６４ 222 0.463 ３勝０敗 1
阪大外 ●６８ ○５３ ○不戦勝 121 0.378 ２勝１敗 2
大歯大 ●４３ ●４７ ○５４ 145 0.302 １勝２敗 3
大経大 ●３２ ●不戦敗 ●２３ 55 0.172 ０勝３敗 4

本年度的中率 0.329

入替戦
天理大１２４－近畿大１２７ 近畿大の1部昇格
甲南大１２２－関西大１２３ 関西大の1部昇格
桃学大１１２－大市大１０９ 桃学大の2部残留
同志社１１０－佛教大９９ 同志社の2部残留
京工繊　　　－大手前
兵県姫１００－奈良大５９ 兵県姫の3部残留
姫獨大(不戦敗)－大芸大(不戦勝) 大芸大の4部昇格
京園大５１－京文教８７ 京文教の4部昇格
京教大66－滋県大68 滋県大の4部昇格

４部４位下位－５部優下位

４部上位－５部優勝中位
４部下位－５部優勝上位

　1部5位－2部1位
　1部4位－2部2位

　3部B－4部B

　2部A－3部A
　2部B－3部B
　3部A－4部A


