
クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

柔道部 15日(土),16日(日) 2017年アジアジュニア柔道選手権大会 キルギス共和国・ビシュケク － 63kg級　3位　富菜月

○女子200m平泳ぎ

第4位　泉田葵　　　　2分19秒08　至学館新記録

第8位　佐々木汐里　2分25秒68

○女子200mバタフライ

第5位　松田未悠　 　2分17秒29  至学館新記録

○女子200m個人メドレー

第5位　松田未悠     2分23秒54
○女子800m自由形

第5位　宍戸菜穂　   9分20秒93
○女子400mメドレーリレー

第5位　泉田葵、伊藤瑞季、松田未悠、松居千能 

　　　　　4分24秒29
○女子400mリレー

第5位　松居千能、山本葉月、佐々木汐里、宍戸菜穂

          4分04秒25
○女子800mリレー

第5位　松居千能、宍戸菜穂、西田花乃、伊藤瑞季

          8分45秒68
○男子800mリレー

第6位　梅谷陸、高栖翔、平野圭佑、松下健太

          7分50秒19　至学館新記録
○男子200mバタフライ

第7位　谷岡剛志        2分05秒16　至学館新記録

○女子100m背泳ぎ

第8位　泉田葵　　       1分05秒62
○女子400m自由形

第8位　宍戸菜穂　      4分34秒29
○女子100m平泳ぎ

第8位　伊藤瑞季　　　　1分16秒19
○男子200m自由形

第8位　松下健太  　　   1分56秒43

　※予選で1分55秒66の至学館新記録をマーク

○男子1500m自由形

第8位　今井健朗       17分07秒62  至学館新記録

水泳部
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愛知県選手権水泳競技大会 日本ガイシアリーナ － 出場

○男子200m個人メドレー

第1位　平野圭佑　        2分12秒67  自己新記録
○男子400m個人メドレー

第1位　平野圭佑        　4分43秒92  自己新記録

○男子200m自由形

第2位　松下健太　      　1分54秒34  至学館新記録

第4位　梅谷　陸   　      1分57秒49

○男子400m自由形

第2位　梅谷　陸　 　　　　4分10秒93  自己新記録
○女子50m平泳ぎ

第2位　伊藤瑞季　　　　　34秒60
○女子400m個人メドレー

第4位　小山京香　　　　　5分13秒05   自己新記録
○男子100m自由形

第5位　松下健太 　        53秒74     至学館新記録
○女子200m個人メドレー

第5位　小山京香            2分28秒00

○女子100m平泳ぎ

　第7位　伊藤瑞季　　　　　1分16秒20

第45回山口県選手権水泳競技大会 山口きらら博記念公園 －

〇女子400ｍ自由形

〇女子100mバタフライ

〇女子200mバタフライ

長岡千聖　出場

第32回静岡県ジュニア選手権水泳競技大会 浜松市水泳場 －

〇男子50m自由形

〇男子100m自由形

〇男子200ｍ自由形

〇男子400m自由形

〇男子50mバタフライ

〇男子200ｍ個人メドレー

〇女子100ｍ背泳ぎ

松下健太・平野圭佑・谷岡剛志・高栖翔・泉田葵　出場

岐阜県選手権水泳競技大会 長良川スイミングプラザ －

〇男子400m自由形

〇男子800ｍ自由形

〇男子1500m自由形

〇女子50ｍ自由形

〇女子100m自由形

今井健朗・中村遥子出場

第69回福島県総合体育大会水泳競技大会 会津水泳場 －

〇女子50m自由形

〇女子400m自由形

〇女子800m自由形

穴戸菜穂　出場

８日(土),9日(日)

29日(土),30日(日)

－三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿三重県選手権水泳競技大会

水泳部
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水泳部 30日(日) 第70回富山県民体育大会水泳競技 富山県高岡総合プール －

〇女子50m自由形

〇女子100m自由形

松井千能　出場

6/30(金)～7/2(日) 第70回西日本学生陸上競技対校選手権大会 エディオンスタジアム広島 －

○女子800m

　　2位　藤井亜子　2分15秒31

○女子10000mW

　　2位　和田菜摘　50分46秒58

　　3位　深水梨保　51分05秒61

9日(日)
第49回全日本大学駅伝対校選手権大会

東海地区選考会
パロマ瑞穂スタジアム － 出場

女子硬式野球部 15日(土),16日(日) 第5回女子硬式野球北海道大会
野幌総合運動公園野球場

北海道情報大学グラウンド
－ VS　HIU　0-1　LOSE

16日(日) 岐阜フットボールセンター 12:00 VS　FC岐阜ベルタ　0-3　LOSE

23日(日) 磐田東高校 13:00 VS　磐田東高校　　0-7  LOSE

30日(日) 名古屋学院大学 13:00 VS  NGUラブリッジ名古屋 0-3 LOSE

ソフトボール部 ８日(土),9日(日) 第49回西日本大学ソフトボール選手権大会
宮崎県宮崎市清武町

総合運動公園SOKKENスタジアム他
－ VS　関西大学　0-6　LOSE

6/29(木)～7/2(日) 第43回 西日本バレーボール大学女子選手権大会 広島県立総合体育館 －

【結果】　ベスト16

　予選グループ戦　　（3セットマッチ）

　　VSびわこ成蹊スポーツ大学   2 – 0 　WIN!

　決勝トーナメント戦（5セットマッチ）

　　1回戦　VS関西外国語大学　3 – 0　 WIN!

　　2回戦　VS福山平成大学   　3 – 0   WIN!

　　3回戦　VS中京大学         　0 – 3　 LOSE

9日(日) 東海オープン 名古屋学院瀬戸キャンパス － 出場

10日(月)
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会

愛知県ラウンド
守山スポーツセンター － ２位

バレーボール部（男子） 6/28日(水)~7/1日(土) 第43回 西日本バレーボール大学男子選手権大会
ベイコム総合体育館

グリーンアリーナ神戸
－

【結果】　ベスト32

　予選グループ戦　　（3セットマッチ）

　　VS関西福祉大学　0 – 2　　LOSE

　　VS岐阜大学　　　　2 – 0　　WIN!

　決勝トーナメント戦（5セットマッチ）

　　1回戦　VS明治国際医療大学　3 – 0　WIN!

　　2回戦　VS福山平成大学       0 – 3　LOSE

サッカー部(女子) 東海リーグ

陸上競技部

バレーボール部（女子)
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バレーボール部（男子） 15日(土)
第29回全日本ビーチバレー大学男女選手権大会

東海予選

南知多町内海 千鳥ヶ浜海水浴

場 常設ビーチバレーボールコート
－

【予選リーグ】※28点1セットマッチ

足立・松本  28-21  横井・奥田

高士・後藤  28-19  永松・加藤

   敗者復活戦

横井・奥田  28-14　水瀬・藤田

永松・加藤  28-22　山本・山崎

【決勝トーナメント】※28点1セットマッチ

　1回戦

横井・奥田  28-26　水野・浦辺     WIN!

足立・松本  12-28　廣田・藤井     LOSE

永松・加藤  17-28　備・白藤　      LOSE

　2回戦

高士・後藤  28-20  備・白藤　      WIN!

横井・奥田   9-28  中島・永井      LOSE

　準決勝

高士・後藤  28-20  廣田・藤井     WIN!

　決勝

高士・後藤  14-28  中島・永井     LOSE

　

高士・後藤ペア　準優勝

「ビーチバレー・ジャパン・カレッジ2017」出場権獲得
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