
リーグ戦結果（平成２７年）リーグ戦結果（平成２７年）リーグ戦結果（平成２７年）リーグ戦結果（平成２７年）

 4月11日　京都・大山崎町体育館 4月11日　京都・大山崎町体育館 4月11日　京都・大山崎町体育館 4月11日　京都・大山崎町体育館

 【男子フルーレ】 【男子フルーレ】 【男子フルーレ】 【男子フルーレ】

   関西大学V43－39龍谷大学   関西大学V43－39龍谷大学   関西大学V43－39龍谷大学   関西大学V43－39龍谷大学

   島田－日裏   島田－日裏   島田－日裏   島田－日裏

   板嶋－徳田   板嶋－徳田   板嶋－徳田   板嶋－徳田

   秋末－谷口   秋末－谷口   秋末－谷口   秋末－谷口

  R山口－谷本  R山口－谷本  R山口－谷本  R山口－谷本

   関西大学V45－17大阪大学   関西大学V45－17大阪大学   関西大学V45－17大阪大学   関西大学V45－17大阪大学

   板嶋－飯田   板嶋－飯田   板嶋－飯田   板嶋－飯田

   秋末－福島   秋末－福島   秋末－福島   秋末－福島

   島田－伊崎   島田－伊崎   島田－伊崎   島田－伊崎

  R山口－桑谷  R山口－桑谷  R山口－桑谷  R山口－桑谷

 4月12日　京都・大山崎町体育館 4月12日　京都・大山崎町体育館 4月12日　京都・大山崎町体育館 4月12日　京都・大山崎町体育館

 【男子フルーレ】 【男子フルーレ】 【男子フルーレ】 【男子フルーレ】

   京都大学29－V45関西大学   京都大学29－V45関西大学   京都大学29－V45関西大学   京都大学29－V45関西大学

   宮内－秋末   宮内－秋末   宮内－秋末   宮内－秋末

   堅田－板嶋   堅田－板嶋   堅田－板嶋   堅田－板嶋

   西井－島田   西井－島田   西井－島田   西井－島田

  R工藤－山口  R工藤－山口  R工藤－山口  R工藤－山口

   関西大学V45－39関西学院大学   関西大学V45－39関西学院大学   関西大学V45－39関西学院大学   関西大学V45－39関西学院大学

   秋末－松下   秋末－松下   秋末－松下   秋末－松下

   板嶋－浅利   板嶋－浅利   板嶋－浅利   板嶋－浅利

   島田－松本   島田－松本   島田－松本   島田－松本

  R山口－小松  R山口－小松  R山口－小松  R山口－小松

   関西大学19－45V近畿大学   関西大学19－45V近畿大学   関西大学19－45V近畿大学   関西大学19－45V近畿大学

   秋末－末寺   秋末－末寺   秋末－末寺   秋末－末寺

   板嶋－瀬藤   板嶋－瀬藤   板嶋－瀬藤   板嶋－瀬藤

   島田－大野   島田－大野   島田－大野   島田－大野

  R山口－山本  R山口－山本  R山口－山本  R山口－山本

　【女子フルーレ】　【女子フルーレ】　【女子フルーレ】　【女子フルーレ】

　　関西大学V45－39大阪大学　　関西大学V45－39大阪大学　　関西大学V45－39大阪大学　　関西大学V45－39大阪大学

　　内田－長谷川　　内田－長谷川　　内田－長谷川　　内田－長谷川

　　小野－宮久保　　小野－宮久保　　小野－宮久保　　小野－宮久保

　　桑井－戸川　　桑井－戸川　　桑井－戸川　　桑井－戸川

　 R西川　 R西川　 R西川　 R西川

フルーレ順位フルーレ順位フルーレ順位フルーレ順位

　　男子２部準優勝　女子２部優勝　　男子２部準優勝　女子２部優勝　　男子２部準優勝　女子２部優勝　　男子２部準優勝　女子２部優勝

 5月09日　大阪市中央体育館 5月09日　大阪市中央体育館 5月09日　大阪市中央体育館 5月09日　大阪市中央体育館

 【男子サーブル】 【男子サーブル】 【男子サーブル】 【男子サーブル】

   関西大学V45－42京都大学   関西大学V45－42京都大学   関西大学V45－42京都大学   関西大学V45－42京都大学

   秋末－佐々木   秋末－佐々木   秋末－佐々木   秋末－佐々木

   北田－山本   北田－山本   北田－山本   北田－山本

   田中－内木   田中－内木   田中－内木   田中－内木

  R山口－速水  R山口－速水  R山口－速水  R山口－速水

   関西大学V45－25龍谷大学   関西大学V45－25龍谷大学   関西大学V45－25龍谷大学   関西大学V45－25龍谷大学

   田中－正田   田中－正田   田中－正田   田中－正田

   北田－徳田   北田－徳田   北田－徳田   北田－徳田

   秋末－谷口   秋末－谷口   秋末－谷口   秋末－谷口

  R山口－日裏  R山口－日裏  R山口－日裏  R山口－日裏

 5月10日　大阪市中央体育館 5月10日　大阪市中央体育館 5月10日　大阪市中央体育館 5月10日　大阪市中央体育館

 【男子サーブル】 【男子サーブル】 【男子サーブル】 【男子サーブル】

   関西大学43－V45関西学院大学   関西大学43－V45関西学院大学   関西大学43－V45関西学院大学   関西大学43－V45関西学院大学

   北田－山形   北田－山形   北田－山形   北田－山形



   田中－猪野   田中－猪野   田中－猪野   田中－猪野

   秋末－松下   秋末－松下   秋末－松下   秋末－松下

  R山口－田中  R山口－田中  R山口－田中  R山口－田中

   関西大学31－V45近畿大学   関西大学31－V45近畿大学   関西大学31－V45近畿大学   関西大学31－V45近畿大学

   北田－末時   北田－末時   北田－末時   北田－末時

   山口－平埜   山口－平埜   山口－平埜   山口－平埜

   田中－瀬藤   田中－瀬藤   田中－瀬藤   田中－瀬藤

  R秋末－山本  R秋末－山本  R秋末－山本  R秋末－山本

   関西大学V45－23大阪大学   関西大学V45－23大阪大学   関西大学V45－23大阪大学   関西大学V45－23大阪大学

   北田－伊崎   北田－伊崎   北田－伊崎   北田－伊崎

   山口－飯田   山口－飯田   山口－飯田   山口－飯田

   秋末－福島   秋末－福島   秋末－福島   秋末－福島

  R田中－梅野  R田中－梅野  R田中－梅野  R田中－梅野

【女子サーブル】【女子サーブル】【女子サーブル】【女子サーブル】

   関西大学43－45V大阪大学   関西大学43－45V大阪大学   関西大学43－45V大阪大学   関西大学43－45V大阪大学

   内田－イ   内田－イ   内田－イ   内田－イ

   小野－宮久保   小野－宮久保   小野－宮久保   小野－宮久保

   桑井－寺田   桑井－寺田   桑井－寺田   桑井－寺田

  R西川－R長谷川  R西川－R長谷川  R西川－R長谷川  R西川－R長谷川

サーブル順位サーブル順位サーブル順位サーブル順位

　　男子２部４位　女子２部２位　　男子２部４位　女子２部２位　　男子２部４位　女子２部２位　　男子２部４位　女子２部２位

 5月15日　愛知・知多市民体育館 5月15日　愛知・知多市民体育館 5月15日　愛知・知多市民体育館 5月15日　愛知・知多市民体育館

 【男子エペ】 【男子エペ】 【男子エペ】 【男子エペ】

   関西大学32－V45関西学院大学   関西大学32－V45関西学院大学   関西大学32－V45関西学院大学   関西大学32－V45関西学院大学

   北田－杉山   北田－杉山   北田－杉山   北田－杉山

   島田－山下   島田－山下   島田－山下   島田－山下

   板嶋－野田   板嶋－野田   板嶋－野田   板嶋－野田

  R田中－鷹野  R田中－鷹野  R田中－鷹野  R田中－鷹野

   関西大学V45－44龍谷大学   関西大学V45－44龍谷大学   関西大学V45－44龍谷大学   関西大学V45－44龍谷大学

   北田－谷本   北田－谷本   北田－谷本   北田－谷本

   板嶋－日裏   板嶋－日裏   板嶋－日裏   板嶋－日裏

   島田－西   島田－西   島田－西   島田－西

  R田中－谷口  R田中－谷口  R田中－谷口  R田中－谷口

 5月16日　愛知・知多市民体育館 5月16日　愛知・知多市民体育館 5月16日　愛知・知多市民体育館 5月16日　愛知・知多市民体育館

 【男子エペ】 【男子エペ】 【男子エペ】 【男子エペ】

   関西大学V45－43近畿大学   関西大学V45－43近畿大学   関西大学V45－43近畿大学   関西大学V45－43近畿大学

   北田－松井   北田－松井   北田－松井   北田－松井

   島田－吉田   島田－吉田   島田－吉田   島田－吉田

   板嶋－川淵   板嶋－川淵   板嶋－川淵   板嶋－川淵

  R田中－新井  R田中－新井  R田中－新井  R田中－新井

   関西大学30－45V京都大学   関西大学30－45V京都大学   関西大学30－45V京都大学   関西大学30－45V京都大学

   北田－岡本   北田－岡本   北田－岡本   北田－岡本

   島田－西井   島田－西井   島田－西井   島田－西井

   板嶋－芦澤   板嶋－芦澤   板嶋－芦澤   板嶋－芦澤

  R田中－宮内  R田中－宮内  R田中－宮内  R田中－宮内

   関西大学28－29V大阪大学   関西大学28－29V大阪大学   関西大学28－29V大阪大学   関西大学28－29V大阪大学

   北田－飯田   北田－飯田   北田－飯田   北田－飯田

   島田－佐々木   島田－佐々木   島田－佐々木   島田－佐々木

   板嶋－船津   板嶋－船津   板嶋－船津   板嶋－船津

  R田中－山本  R田中－山本  R田中－山本  R田中－山本

 【女子エペ】 【女子エペ】 【女子エペ】 【女子エペ】

   関西大学28－30V大阪大学   関西大学28－30V大阪大学   関西大学28－30V大阪大学   関西大学28－30V大阪大学

   内田－イ   内田－イ   内田－イ   内田－イ

   小野－ホン   小野－ホン   小野－ホン   小野－ホン



   桑井－長谷川   桑井－長谷川   桑井－長谷川   桑井－長谷川

  R西川－宮久保  R西川－宮久保  R西川－宮久保  R西川－宮久保

エペ順位エペ順位エペ順位エペ順位

    男子２部４位　女子２部２位    男子２部４位　女子２部２位    男子２部４位　女子２部２位    男子２部４位　女子２部２位

総合順位総合順位総合順位総合順位

　男子２部 ３位　男子２部 ３位　男子２部 ３位　男子２部 ３位

　女子２部 ２位　女子２部 ２位　女子２部 ２位　女子２部 ２位

（いずれも入替戦対象外です）（いずれも入替戦対象外です）（いずれも入替戦対象外です）（いずれも入替戦対象外です）


