
男 2B 神学 VS 兵県 男 EX 神薬 VS 阪南 男 1B 京産 VS 神大 男 1A 近大 VS 阪大

女 1B 梅花 VS 神大 女 1A 甲南 VS 甲女 女 EX 追手門 VS 神学 男 EX 天理 VS 大産
神薬 VS 兵県

女 EX 大府 VS 兵県 男 2B 神学 VS 市大 女 1A 甲南 VS 龍谷 男 1A 関大 VS 追手門
追手門 VS 神薬

 男 EX 神薬 VS 関外 男 2AB 京学 VS 兵県 女 1A 甲女 VS 立命 男 1B 神大 VS 龍谷

女 1B 関大 VS 神大 男 EX 神薬 VS 大産 男 1B 同志社 VS 神大 女 1B 梅花 VS 阪大

男 2B 神学 VS 大府 女 2 京女 男 1B 甲南 VS 龍谷 男 2AB 桃山 VS 市大
EX 追手門 VS 兵県

女 EX 神学 VS 兵県 男 2B 兵県 VS 大府 男 EX 神薬 VS 帝塚山 男 1A 関大 VS 阪大

女 1B 関学 VS 神大 男 2AB 大経 VS 神学 女 1A 甲女 VS 京産 男 1B 神大 VS 京大

#N/A VS #N/A 女 2 大工 男 2B 市大 VS 兵県 女 EX 大府 VS 追手門
神学 VS 神薬

#N/A VS #N/A 女 EX 兵県 VS 京学 男 1B 甲南 VS 神大 男 2B 摂南 VS 神学

記録会

審判 審判 大工(女) 審判 市大(男)
第5戦 ＰＭ ＰＭ ＰＭ ＰＭ

審判 追手門(女)

5月5日 ＡＭ ＡＭ ＡＭ ＡＭ
審判審判 審判 兵県(女) 審判 甲南(男) 神学(男)

審判 神学(女) 審判 兵県(男) 審判 関大(男)
第4戦 ＰＭ ＰＭ ＰＭ ＰＭ

帝塚山(男) 審判

関学(女) 審判審判 大経(男) 審判 京産(女) 審判 京大(男)
4月28日 ＡＭ ＡＭ ＡＭ ＡＭ

大産(男) 審判 神大(男) 審判 阪大(女)
第3戦 ＰＭ ＰＭ ＰＭ ＰＭ

4月21日 ＡＭ ＡＭ ＡＭ ＡＭ

記録会

審判 関大(女) 審判

審判 大府(男) 審判 兵県(女) 審判 龍谷(男) 審判 桃山(男)

第2戦 ＰＭ ＰＭ ＰＭ ＰＭ
審判審判 大府(女) 審判 神学(男) 審判 甲南(女) 追手門(男)

審判 神薬(男) 審判 兵県(男) 審判
4月14日 ＡＭ ＡＭ ＡＭ ＡＭ

立命(女) 審判 龍谷(男)

第1戦 ＰＭ ＰＭ ＰＭ ＰＭ
審判 神学(男) 審判 神薬(男) 審判 神大(男)

関西学院大学レンジ

審判 近大(男)

大阪工業大学レンジ

4月7日 ＡＭ ＡＭ ＡＭ ＡＭ
審判 天理(男)神大(女) 審判 甲女(女) 審判 神学(女)審判

甲南大学レンジ 神戸大学レンジ



男 2A 京学 VS 大経 男 1B 甲南 VS 京大 女 2 京大 男 2AB 関学 VS 摂南
EX 大府 VS 京学

女 1B 同志社 VS 阪大 男 1A 追手門 VS 大工 男 1B 関大 VS 立命 男 2B 市大 VS 大府

男 １B 京産 VS 甲南 女 2 摂南 男 2A 関学 VS 京府 男 EX 天理 VS 帝塚山
EX 神学 VS 京学

男 １A 同志社 VS 京大 女 1B 関学 VS 阪大 女 1B 関大 VS 梅花 男 EX 大産 VS 阪南

男 1A 追手門 VS 阪大 女 1A 近大 VS 甲女 女 1B 同志社 VS 関学 #N/A VS #N/A

男 1A 関大 VS 大工 女 1A 甲南 VS 京産 男 2B 摂南 VS 兵県 #N/A VS #N/A

女 1B 関大 VS 阪大 男 2B 摂南 VS 市大 男 1A 立命 VS 大工 #N/A VS #N/A

女 1A 近大 VS 龍谷 男 1A 近大 VS 追手門 女 2 摂南 VS 大工 #N/A VS #N/A

男 1B 同志社 VS 京産 女 1B 神大 VS 阪大 女 1A 龍谷 VS 甲女 男 EX 帝塚山 VS 大産

男 1A 大工 VS 阪大 女 1B 梅花 VS 関学 男 1A 近大 VS 関大 男 2A 関学 VS 大経
ＰＭ ＰＭ

審判 大産(男)
ＰＭ

審判
ＰＭ

龍谷(女)審判 神大(女)同志社(男) 審判

ＡＭ
大工(男) 審判 近大(男) 審判 関学(男)審判

ＡＭ ＡＭ
審判

審判 立命(男)

梅花(女)
ＡＭ

ＰＭ
審判 市大(男)審判 阪大(女)

ＰＭ

審判 #N/A

ＰＭ ＰＭ
審判 #N/A

審判 追手門(男) 摂南(女)
ＡＭＡＭ ＡＭ ＡＭ

審判 近大(女) 審判

ＰＭＰＭ
審判 同志社(女) 審判 #N/A

#N/A
ＡＭ

審判

ＰＭ ＰＭ
甲女(女)審判 阪大(男) 審判

審判 関大(男) 審判 摂南(男)
ＡＭ

審判 甲南(女)
ＡＭ ＡＭ

ＰＭＰＭ
京産(男) 審判 関学(男) 審判 帝塚山(男)審判 審判 京学(女)

ＰＭ ＰＭ

ＡＭ
審判 関学(女)審判 京大(男)

ＡＭ ＡＭ ＡＭ
記録会

審判 関大(女) 審判 阪南(男)

大工(男)審判 同志社(女) 審判 立命(男) 審判 大府(男)

記録会

審判 摂南(男)
ＰＭＰＭ ＰＭ ＰＭ

大経(男) 審判審判 甲南(男) 京学(女)審判

関西大学レンジ摂南大学レンジ 大阪大学レンジ

ＡＭ ＡＭ
審判

ＡＭＡＭ

桃山学院大学レンジ



女 1B 関大 VS 関学 #N/A VS #N/A 男 2A 桃山 VS 京府 男 1B 同志社 VS 龍谷

男 EX 帝塚山 VS 関外 #N/A VS #N/A 女 2 京府 VS 摂南 女 1A 龍谷 VS 京産

男 1A 近大 VS 大工 男 2B 摂南 VS 大府 女 1A 近大 VS 京産 女 2 京府 VS 京女

男 2A 大経 VS 桃山 女 1B 同志社 VS 神大 女 2 京大 VS 大工 男 1A 立命 VS 阪大

男 EX 天理 VS 関外 男 2A 大経 VS 京府 男 1A 近大 VS 立命 女 1A 龍谷 VS 立命

男 EX 帝塚山 VS 阪南 女 EX 大府 VS 神学 男 1B 京産 VS 京大 男 2A 関学 VS 京学
神薬 VS 京学

男 2A 関学 VS 桃山 男 EX 天理 VS 阪南 女 2 京大 VS 京女 女 2 京府
大産 VS 関外 EX 追手門 VS 京学

女 EX 大府 VS 神薬 男 1B 同志社 VS 甲南 男 2A 京学 VS 京府 男 1B 京産 VS 龍谷

女 1A 近大 VS 甲南 男 2A 桃山 VS 京学 男 1B 京大 VS 龍谷 女 1A 京産 VS 立命

男 2AB 京府 VS 大府 女 1B 同志社 VS 関大 男 EX 神薬 VS 天理 男 1A 追手門 VS 立命
関外 VS 阪南

審判 京産(女)
ＰＭＰＭ ＰＭ

審判 京学(男) 審判 龍谷(男)審判 近大(女)
ＰＭ

同志社(女) 審判
ＡＭ

関外(男) 審判 追手門(男)
ＡＭ ＡＭ ＡＭ

審判 京府(男) 審判

京女(女)
ＰＭ

審判 桃山(男) 審判 天理(男)

審判 京産(男)審判 神薬(女)
ＡＭ

ＰＭ
審判 追手門(女)審判

ＰＭ ＰＭ

審判 京学(男)
ＡＭ ＡＭ ＡＭ

関外(男) 審判

審判 甲南(男)

京府(男)
ＰＭ

審判 神薬(女) 審判 京産(男)審判 阪南(男)
ＡＭ ＡＭ

審判 京学(男)
ＡＭＡＭ

ＰＭ
審判 近大(男) 審判 龍谷(女)

ＰＭＰＭ
審判

ＰＭ
近大(女) 審判 京女(女)

ＰＭ ＰＭ ＰＭ
審判 大工(男) 審判 摂南(男) 審判

審判 阪大(男)審判 大経(男) 審判 神大(女)
ＡＭ ＡＭ

審判
ＡＭ

京大(女)
ＡＭ

ＡＭ

同志社大学レンジ

帝塚山(男) 審判 #N/A 審判
ＡＭ

審判

京都大学レンジ

京産(女)摂南(女) 審判
ＡＭ

大阪市立大学レンジ 近畿大学レンジ

審判 同志社(男)審判 関学(女)
ＰＭＰＭ ＰＭ ＰＭ

審判 #N/A 審判 桃山(男)

ＡＭ

記録会



記録会
女 2 京女 VS 大工

女 1A 近大 VS 立命

女 2 京大 VS 摂南

女 2 京府 VS 大工

女 1B 同志社 VS 梅花

女 1A 甲南 VS 立命

女 2 京女 VS 摂南

女 2 京大 VS 京府

龍谷大学レンジ

ＡＭ
審判 立命（女）

ＰＭ
審判 大工（女）

ＡＭ
審判

ＰＭ
審判

ＡＭ
審判 京府（女）

ＰＭ
審判 京大（女）

ＰＭ
審判 京女（女）

ＡＭ
審判 甲南（女）

ＰＭ
審判 梅花（女）

ＡＭ
審判 京府（女）



男
大学 女 レンジ AM/PM レンジ AM/PM レンジ AM/PM レンジ AM/PM レンジ AM/PM

同志社 男 京大 PM 摂南 PM
同志社 女 摂南 AM 阪大 PM 近大 AM
関大 男 摂南 AM 大工 PM
関大 女 阪大 AM 甲南 PM
甲南 男 関大 PM 近大 AM 関学 AM
甲南 女 関学 PM 関大 AM 龍谷 AM
関学 男 阪大 PM 桃山 AM
関学 女 市大 PM 関大 AM 甲南 AM
大府 男 桃山 AM 甲南 AM
大府 女 甲南 PM
立命 男 阪大 AM 阪大 PM
立命 女 龍谷 AM 関学 AM
大工 男 関大 AM 市大 PM 摂南 AM
大工 女 龍谷 PM 神大 PM
桃山 男 同志社 PM 大工 AM 市大 PM
神大 男 関学 PM 関学 PM
神大 女 甲南 AM 近大 AM 関大 PM
梅花 女 龍谷 PM 関大 AM
甲女 女 神大 AM 関大 PM
京産 男 摂南 PM 同志社 AM 京大 AM
京産 女 京大 AM 関学 AM 京大 PM

追手門 男 大工 PM 関大 AM 京大 AM
追手門 女 京大 PM 大工 PM
帝塚山 男 市大 AM 桃山 PM 関学 PM
大経 男 摂南 PM 市大 AM 神大 AM
市大 男 関大 PM 関学 PM
近大 男 大工 PM 同志社 PM 阪大 AM
近大 女 同志社 PM 摂南 AM 市大 PM
京大 男 摂南 AM 大工 AM
京大 女 同志社 AM 龍谷 PM
龍谷 男 大工 AM 関学 AM 同志社 PM
龍谷 女 京大 PM 阪大 PM
阪大 男 京大 AM 摂南 PM
阪大 女 大工 PM 摂南 PM
関外 男 市大 PM 同志社 AM
神学 男 甲南 PM 神大 PM 大工 AM
神学 女 関学 AM 甲南 PM
大産 男 神大 PM 桃山 PM
京府 男 近大 PM 市大 AM
京府 女 龍谷 AM 龍谷 AM
摂南 男 桃山 PM 近大 PM 阪大 AM
摂南 女 同志社 AM 阪大 AM
天理 男 大工 AM 近大 PM
兵県 男 神大 AM 神大 PM
兵県 女 神大 AM 神大 AM
京女 女 京大 PM 同志社 PM 龍谷 PM
神薬 男 神大 PM 甲南 AM
神薬 女 近大 AM 市大 AM
京学 男 京大 AM 同志社 AM 近大 PM
京学 女 阪大 PM 関大 PM
阪南 男 桃山 AM 市大 AM

リーグ戦　審判表
第１戦 第２戦 第３戦 第４戦 第５戦



レンジ AM/PM 対戦 レンジ AM/PM 対戦 レンジ AM/PM 対戦 レンジ AM/PM 対戦 レンジ AM/PM 対戦
近大 大工 AM 阪大 市大 AM 大工 同志社 AM 立命 関大 PM 追手門 阪大 PM 関大
関大 阪大 PM 立命 大工 AM 追手門 摂南 PM 大工 大工 AM 阪大 阪大 PM 近大

追手門 関大 PM 大工 大工 AM 関大 摂南 AM 阪大 関大 PM 近大 京大 PM 立命
立命 阪大 PM 関大 京大 PM 阪大 同志社 AM 近大 阪大 AM 大工 京大 PM 追手門
大工 関大 PM 追手門 市大 AM 近大 摂南 PM 関大 阪大 AM 立命 摂南 PM 阪大
阪大 大工 AM 近大 京大 PM 立命 摂南 AM 追手門 大工 AM 関大 摂南 PM 大工

同志社 京大 AM 龍谷 摂南 PM 京大 関学 AM 神大 近大 PM 甲南 摂南 AM 京産
京産 関学 AM 神大 摂南 AM 甲南 同志社 PM 京大 京大 PM 龍谷 摂南 AM 同志社
甲南 関大 AM 京大 摂南 AM 京産 関学 PM 龍谷 近大 PM 同志社 関学 PM 神大
神大 関学 AM 京産 大工 PM 龍谷 関学 AM 同志社 大工 PM 京大 関学 PM 甲南
京大 関大 AM 甲南 摂南 PM 同志社 同志社 PM 京産 大工 PM 神大 同志社 AM 龍谷
龍谷 京大 AM 同志社 大工 PM 神大 関学 PM 甲南 京大 PM 京産 同志社 AM 京大
関学 桃山 AM 摂南 阪大 AM 京府 京大 PM 京学 市大 AM 桃山 桃山 PM 大経
大経 摂南 AM 京学 市大 PM 桃山 近大 AM 京府 神大 PM 神学 桃山 PM 関学
桃山 同志社 AM 京府 市大 PM 大経 大工 PM 市大 市大 AM 関学 近大 AM 京学
京学 摂南 AM 大経 神大 PM 兵県 京大 PM 関学 同志社 PM 京府 近大 AM 桃山
京府 同志社 AM 桃山 阪大 AM 関学 近大 AM 大経 同志社 PM 京学 市大 PM 大府
摂南 桃山 AM 関学 近大 AM 大府 阪大 PM 兵県 関大 AM 市大 大工 PM 神学
神学 甲南 AM 兵県 神大 AM 市大 甲南 PM 大府 神大 PM 大経 大工 PM 摂南
市大 桃山 PM 大府 神大 AM 神学 大工 PM 桃山 関大 AM 摂南 関学 AM 兵県
兵県 甲南 AM 神学 神大 PM 京学 阪大 PM 摂南 神大 AM 大府 関学 AM 市大
大府 桃山 PM 市大 近大 AM 摂南 甲南 PM 神学 神大 AM 兵県 市大 PM 京府

神薬 神大 AM 阪南 甲南 PM 関外 神大 AM 大産 関学 AM 帝塚山 同志社 PM 天理
天理 大工 PM 大産 桃山 AM 帝塚山 市大 AM 関外 近大 AM 阪南 同志社 PM 神薬

帝塚山 市大 PM 関外 桃山 AM 天理 市大 PM 阪南 関学 AM 神薬 桃山 AM 大産
大産 大工 PM 天理 桃山 PM 阪南 神大 AM 神薬 近大 AM 関外 桃山 AM 帝塚山
関外 市大 PM 帝塚山 甲南 PM 神薬 市大 AM 天理 近大 AM 大産 同志社 PM 阪南
阪南 神大 AM 神薬 桃山 PM 大産 市大 PM 帝塚山 近大 AM 天理 同志社 PM 関外

レンジ ＡＭ/ＰＭ 対戦 レンジ AM/PM 対戦 レンジ AM/PM 対戦 レンジ AM/PM 対戦 レンジ AM/PM 対戦
近大 龍谷 PM 立命 同志社 AM 京産 関大 AM 甲女 摂南 PM 龍谷 市大 AM 甲南
甲南 神大 PM 甲女 関学 AM 龍谷 関大 PM 京産 龍谷 PM 立命 市大 AM 近大
龍谷 京大 PM 京産 関学 AM 甲南 京大 AM 立命 摂南 PM 近大 阪大 AM 甲女
甲女 神大 PM 甲南 関学 PM 立命 関大 AM 近大 関学 PM 京産 阪大 AM 龍谷
京産 京大 PM 龍谷 同志社 AM 近大 関大 PM 甲南 関学 PM 甲女 京大 AM 立命
立命 龍谷 PM 近大 関学 PM 甲女 京大 AM 龍谷 龍谷 PM 甲南 京大 AM 京産

同志社 摂南 PM 阪大 近大 PM 神大 阪大 AM 関学 龍谷 AM 梅花 近大 PM 関大
関大 市大 AM 関学 阪大 PM 梅花 甲南 AM 神大 摂南 AM 阪大 近大 PM 同志社
梅花 甲南 PM 神大 阪大 PM 関大 大工 AM 阪大 龍谷 AM 同志社 関大 PM 関学
関学 市大 AM 関大 関大 PM 阪大 阪大 AM 同志社 甲南 PM 神大 関大 PM 梅花
神大 甲南 PM 梅花 近大 PM 同志社 甲南 AM 関大 甲南 PM 関学 関大 AM 阪大
阪大 摂南 PM 同志社 関大 PM 関学 大工 AM 梅花 摂南 AM 関大 関大 AM 神大

京大 阪大 AM 大府/京学 同志社 PM 大工 龍谷 AM 摂南 同志社 AM 京女 龍谷 PM 京府
京府 同志社 PM 摂南 京大 AM 京女 龍谷 PM 大工 京大 AM 追手門/京学 龍谷 PM 京大
京女 龍谷 AM 大工 京大 AM 京府 神大 PM 追手門/兵県 同志社 AM 京大 龍谷 AM 摂南
摂南 同志社 PM 京府 関大 AM 神学/京学 龍谷 AM 京大 阪大 PM 大工 龍谷 AM 京女
大工 龍谷 AM 京女 同志社 PM 京大 龍谷 PM 京府 阪大 PM 摂南 神大 AM 神学/神薬
大府 阪大 AM 京学 甲南 AM 兵県 近大 PM 神学 市大 PM 神薬 大工 AM 追手門

追手門 関学 PM 神学 甲南 AM 神薬 神大 PM 兵県 京大 AM 京学 大工 AM 大府
神薬 関学 PM 兵県 甲南 AM 追手門 近大 PM 京学 市大 PM 大府 神大 AM 神学
神学 関学 PM 追手門 関大 AM 京学 近大 PM 大府 甲南 AM 兵県 神大 AM 神薬
兵県 関学 PM 神薬 甲南 AM 大府 神大 PM 追手門 甲南 AM 神学 神大 PM 京学
京学 阪大 AM 大府 関大 AM 神学 近大 PM 神薬 京大 AM 追手門 神大 PM 兵県

ＥＸ

男子 大学名
第1戦 第2戦 第5戦

１部
Ａ

１部
Ｂ

２部
Ａ

２部
Ｂ

第3戦 第4戦

第5戦

１部
Ａ

１部
Ｂ

２部

EX

第3戦 第4戦
女子 大学名

第1戦 第2戦


