
男子1部
1位 大阪体育大学 （6季連続７7回目優勝）
2位 関西大学
3位 関西学院大学
4位 同志社大学 得点ランキング
5位 天理大学 １位 神戸国際大学　青戸和樹 108点
6位 近畿大学 ２位 大阪体育大学　湯浅勇秀 69点
7位 大阪経済大学 ３位 大阪体育大学　橋本駆 68点
8位 桃山学院大学 ４位 天理大学　岩見海里 67点
9位 京都産業大学 →2部2位との入れ替え戦により1部残留 ５位 関西大学　栗栖昇己 64点
10位 神戸国際大学 →2部1位との入れ替え戦により2部降格 ６位 桃山学院大学　金樂燦 61点

７位 近畿大学　山口晃暉 56点

ベストセブン ８位 同志社大学　木村優斗 54点

◎ 堀田　陽大　大阪体育大学 ８位 京都産業大学　角田皓亮 54点

原田　大夢　大阪体育大学 １０位 関西学院大学　加藤智仁 52点
湯浅　　勇秀　大阪体育大学

酒井　一成　関西大学
重岡　慶紀　関西大学 敢闘賞

加藤　優希　関西学院大学 岩見海里　天理大学

大野　拓海　同志社大学
◎=最優秀選手

1位 立命館大学 1位
2位 大阪大学 2位 →2部6位との入れ替え戦により2部昇格
3位 関西福祉科学大学 3位
4位 神戸大学 4位
5位 京都大学 5位
6位 大阪市立大学 6位  →4部2位との入れ替え戦により3部残留
7位 大阪府立大学 →3部自動降格 7位  →4部自動降格

　得点王
1位 長谷川　政二　関西福祉科学大学　40点 1位 中大路　鴻太　京都教育大学　68点

1位 京都府立医科大学 →3部自動昇格 1位 →4部自動昇格
2位 関西外国語大学 →3部6位との入れ替え戦により4部残留 2位 →4部6位との入れ替え戦により4部昇格
3位 佛教大学 3位
4位 京都外国語大学 4位
5位 和歌山大学 5位
6位 奈良県立医科大学 →5部2位との入れ替え戦により5部降格 6位 →6部2位との入れ替え戦により6部降格
7位 京都大学医学部 →5部自動降格

　得点王
1位 安藤　成俊　京都府立医科大学　53点 1位 山本　勝彦　大阪大学外国語学部　35点

1位 京都工芸繊維大学 →５部自動昇格
2位 大阪学院大学 →5部6位との入れ替え戦により5部昇格
3位 大阪工業大学
4位 大阪薬科大学
5位 京都府立大学
6位 奈良大学
7位 神戸学院大学

1位 山岡　瑞紀　大阪学院大学　42点

入替戦 
男子 京都産業大学 (1部9位) 大阪大学 （2部2位）

神戸国際大学 (1部10位) 立命館大学 (2部1位)
立命館大学1部昇格

大阪市立大学 (2部6位)
大阪市立大学3部降格 龍谷大学2部昇格

甲南大学 (3部6位) 関西外国語大学 (4部2位)
甲南大学3部残留 関西外国語大学4部残留

奈良県立医科大学 (4部6位)
奈良県立医科大学5部降格 奈良教育大学4部昇格

大阪大学外国語学部 (5部6位) 大阪学院大学 （6部2位）
大阪大学外国語学部6部降格 大阪学院大学5部昇格

25 (11-15,14-15) 30 (5部2位)

30 (19-16,11-17) 33

22  (10-21,12-17) 38 龍谷大学 (3部2位)

奈良教育大学

36 (21-12,15-17) 29

大阪大学2部残留

→1部10位との入れ替え戦により1部昇格

得点王

19 (8-12,11-13) 25

25 (11-9,14-11) 20

摂南大学
大阪大学外国語学部

得点王

男子５部

兵庫教育大学
大阪電気通信大学

男子６部

平成３０年度　秋季リーグ　結果報告(1)

龍谷大学

滋賀大学

京都教育大学
滋賀医科大学

男子２部
→2部自動昇格

甲南大学

男子３部

男子４部

→1部9位との入れ替え戦によ2部残留

→3部2位との入れ替え戦により3部降格

流通科学大学

大阪教育大学

神戸国際大学2部降格

追手門学院大学

得点王

奈良教育大学

京都産業大学1部残留



30年度　秋季リーグ　結果報告(2)
女子１部
1位 大阪体育大学 （1３季連続3６回目優勝）
2位 武庫川女子大学
3位 大阪教育大学
4位 関西学院大学 得点ランキング
5位 立命館大学 １位 大阪教育大学　村松沙耶 64点
6位 関西大学 ２位 武庫川女子大学　土居佳加 53点
7位 関西福祉科学大学 ２位 同志社大学　丹羽遙 53点
８位 同志社大学 ４位 武庫川女子大学　栗本結佳 46点
９位 龍谷大学 ４位 武庫川女子大学　横田希歩 46点

１０位 天理大学 ６位 大阪教育大学　前田みのり 43点
７位 同志社大学　藤原江里 41点
８位 関西福祉科学大学　坂本朱里 40点

◎ 服部　沙紀　大阪体育大学 ８位 天理大学　千葉麻弥香 40点
犀藤　菜穂　大阪体育大学 １０位 大阪教育大学　森陽子 39点
谷か　栞里　大阪体育大学
栗本　結佳　武庫川女子大学 敢闘賞
横田　希歩　武庫川女子大学 相澤　菜月　大阪体育大学
村松　沙耶　大阪教育大学
山西　志歩　関西学院大学
◎=最優秀選手

女子２部 女子３部
1位 京都教育大学 →1部10位との入れ替え戦により2部残留 １位 →２部自動昇格
2位 奈良教育大学 →1部9位との入れ替え戦により2部残留 ２位 →２部６位との入れ替え戦により２部昇格
3位 奈良女子大学 ３位
4位 和歌山大学 ４位
5位 佛教大学 ５位
6位 兵庫教育大学 →３部２位との入れ替え戦により３部降格 ６位

得点王 得点王
1位 山西　咲彩　京都教育大学　36点 １位 河端　春香　関西外国語大学　31点
1位 岡田　りな　京都教育大学　36点

入替戦
女子 龍谷大学 （1部９位）

天理大学 (1部1０位) 京都教育大学 （2部1位）

兵庫教育大学 （２部6位） 関西外国語大学 （３部2位）
関西外国語大学２部昇格

関西外国語大学
大阪市立大学
京都外国語大学

奈良教育大学２部残留
42 (21-5,21-5) 10

→2部2位との入れ替え戦により1部残留
→2部1位との入れ替え戦により1部残留

滋賀大学
大阪薬科大学

甲南大学

兵庫教育大学３部降格
兵教大棄権により関外大の不戦勝

ベストセブン

京都教育大学2部残留
29 (11-5,18-7) 12

(2部2位)
龍谷大学1部残留

天理大学1部残留

奈良教育大学


