
クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

2日(土),3日(日) FIASプレジデントカップサンボ選手権大会 韓国・東海市Municipal Arena －
57kg級　第2位　　馬場　元気

90kg級　第5位　　岩田　敬太

6日(水),7日(木)
嘉納治五郎記念

日露ジュニア柔道交流大会
ロシア　ウラジオストク － 63Kg級　第3位　　富　菜月

バレーボール部(男子) 30日(土) 東海大学男女バレーボールリーグ戦　秋季大会 愛知教育大学 － vs　中部大学          3-0　　WIN!

16日(土) vs　岐阜経済大学 　 2-3　　LOSE

18日(月･祝) vs　愛知学院大学　  0-3　　LOSE

23日(土) vs　愛知教育大学 　 3-1　　WIN!

24日(日) vs　静岡産業大学  　1-3　　LOSE

30日(土) vs　名古屋学院大学 1-3　  LOSE

3日(日) 11:20 vs　名古屋大学　      22-29　LOSE

９日(土) 11:20 vs　名古屋工業大学　23-30　LOSE

16日(土) 大同大学 12:40 vs　愛知淑徳大学　   33-41　LOSE

24日(日) 11:20 vs　三重大学　         20-27　LOSE

30日(土) 14:00 vs　南山大学           36-39　LOSE

2日(土) 14:00 vs　中京大学　         19-27　LOSE

９日(土) 12:40 vs　愛知教育大学   　20-18　WIN!

16日(土) 大同大学 15:20 vs　南山大学　         28-8　  WIN!

23日(土) トヨタ車体 15:20 vs　名古屋文理大学  30-15  WIN!

3日(日) － vs　岐阜大学　19-33  　LOSE

24日(日) － vs　中京大学　27-26  　LOSE

10日(日) 中日本弓道近的選手権大会 愛知県体育館 － 予選敗退

バスケットボール部(男子) 2日(土)
第88回東海学生バスケットボールリーグ

3部入れ替え戦出場チーム決定リーグ戦
日本福祉大学美浜キャンパス － vs　名古屋大学　70-65　WIN!

バスケットボール部(女子) 3日(日)
第88回東海学生バスケットボールリーグ

3部入れ替え戦出場チーム決定リーグ戦
日本福祉大学美浜キャンパス － vs　静岡大学　   54-97　LOSE

柔道部

－

ハンドボール部(男子) 東海学生ハンドボール秋季リーグ戦

弓道部

中部大学

ハンドボール部(女子) 東海学生ハンドボール秋季リーグ戦　1部

南山大学

至学館大学S.S.C.第1アリーナ

愛知学院大学

至学館大学弓道場

平成29年9月　クラブ試合結果一覧

南山大学

第61回東海学生弓道秋季リーグ戦

バレーボール部(女子) 東海大学男女バレーボールリーグ戦　秋季大会
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

8/27(日)～9/4(月) 第57回西日本学生バドミントン選手権大会 北九州市総合体育館 －

女子団体戦

vs　羽衣国際大学　3-0　WIN!

vs　立命館大学　   0-3　LOSE

4日(月)～7日(木) 第126回東海大学バドミントン選手権大会 守山スポーツセンター －

【2部リーグ】

vs　岐阜大学　　　　  3-1　 WIN!

vs　岐阜聖徳大学　  2-3　 LOSE

vs　愛知大学　　　　  3-0　 LOSE

vs　名古屋大学　　   0-3　 WIN!

vs　愛知教育大学　  3-0　 WIN!

【1部入れ替え戦】

vs　愛知学院大学　　3-1　 WIN!

　　　　　最終結果：女子2部2位　　1部昇格！

11日(月)～14日(木) 第39回東海学生新人バドミントン選手権大会 守山スポーツセンター －
ダブルス

第3位　竹下穂乃花・服部　茉奈

サッカー部(女子) 24日(日) 第 6 回東海女子学生サッカーリーグ戦 名古屋学院大学グラウンド 13:00 vs　高田短期大学　　 3-0　　WIN！

8日(金) 口論義サッカー競技場 9:45 vs　愛知教育大学　   0-8　　LOSE

10日(日) 日本福祉大学 12:00 vs　愛知教育大学   　1-1  　DRAW

12日(火) vs　名古屋市立大学　3-0　  WIN!

15日(金) vs　名古屋工業大学　2-0　　WIN!

5日(火),6日(水) 第70回愛知学生ソフトテニス選手権大会 一宮市テニスコート －

女子ダブルス

　井本綾乃・佐々木沙彩ペア

　vs　中京大学　5-1　WIN!

　井本佐々木ペアは春に続き2連覇達成

16日(土),17日(日) 第95回愛知学生ソフトテニス大学対抗リーグ戦大会 名古屋学院大学瀬戸キャンパス － 女子1部リーグ　準優勝

2日(土) 13:00 vs　名古屋経済大学　7-5　 WIN!

3日(日) 10:00 vs　名古屋経済大学　5-2 　WIN!

９日(土) 13:00 vs　愛知工業大学　 　1-0　 WIN!

10日(日) 10:00 vs　愛知工業大学　   3-5　 LOSE

18日(月･祝) 名古屋商科大学グラウンド 12:50 vs　星城大学　         7-6　 WIN!

23日(土) 13:00 vs　愛知東邦大学     3-7   LOSE

24日(日) 10:00 vs　愛知東邦大学　　 3-4　 LOSE

30日(土) 愛知産業大学 10:00 vs　愛知産業大学     1-5   LOSE

平成29年度愛知大学野球秋季リーグ戦

バドミントン部

硬式野球部

9:45

サッカー部(男子) 第16回愛知学生サッカーリーグ戦 

ソフトテニス部

口論義サッカー競技場

至学館大学グラウンド

至学館大学グラウンド

2 / 3 ページ



クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

女子硬式野球部 4日(月)～8日(金) 第7回全国大学女子硬式野球選手権大会 至学館大学・刈谷球場 －

【予選リーグ戦】

vs　尚美学園大学  3-4  　 LOSE

vs　環太平洋大学  5-3  　 WIN!

【決勝トーナメント結果】

vs　平成国際大学  3-2　   WIN!

vs  尚美学園大学  3-1     WIN!

【結果】 　優勝

【最優秀選手賞】   丸山桃佳

2日(土) 愛知県森林公園 11:00 vs　岐阜大学　　　　　　　15-2　　WIN！

９日(土) 愛・地球博記念公園 11:00 vs　中部大学　　　　　　　15-3　　WIN！

16日(土) 愛知学院大学日進キャンパス 12:15 vs　名古屋外国語大学　11-2　　WIN!

20日(水) 牧野ヶ池緑地自由広場 10:30
vs　日本福祉大学　　　　15-0　　WIN!

　　　　　　　　　　　　最終結果：2部リーグ　優勝

8日(金)～10日(日) 天皇賜盃第86回日本学生陸上競技対校選手権大会 福井運動公園陸上競技場 － 出場

23日(土) 第35回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　東海地区選考会 半田運動公園陸上競技場 － チーム総合結果　4位　1時間53分48秒04

創作ダンス部 17日(日),18日(月) アーティスティック･ムーブメント・イン･トヤマ2017 高岡市ふくおか総合文化センター －

作品名「崩(くず)」

　　山本　輝　　　特別賞受賞

作品名「勿忘草(わすれなぐさ)」

　　岡田　玲奈・小林　こころ・玉田　瑞希

　　鈴木　萌・平田　栞

AGO(フットサルサークル) 30日(土) ウルトラビギナーズ大会 フットサルアリーナ大樹 － 準優勝

陸上競技部

ラクロス部 第26回東海学生ラクロスリーグ戦
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