
クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

1日(日) － vs　日本大学国際関係学部　 3-0　WIN!

7日(土) － vs　皇學館大学　　     　 3-0　 WIN!

8日(日) － vs　滋賀大学　　　　       3-0 　WIN!

14日(土) － vs　愛知産業大学      　 3-2　 WIN!

15日(日) － vs　静岡産業大学藤枝   3-0   WIN!

22日(日) －

vs　愛知教育大学　　　　 3-1 　WIN!

　　　　　　　　　　　　　最終結果　2部リーグ　　優勝

　   　　最優秀選手賞     北山　義達

　　 　　セッター賞           北山　義達

　　 　　スパイク賞           松葉　瑞紀

     　　リベロ賞              足立　俊祐

1日(日) 至学館大学S.S.C.第1アリーナ － vs　中京大学 　　　　   0-3   LOSE

8日(日) ＡＧＵスポーツセンター － vs　高田短期大学　　  3-1　 WIN!

14日(土) － vs　愛知教育大学　    3-0 　WIN!

15日(日) － vs　静岡産業大学　　  3-0　 WIN!

21日(土) 愛知学院大学体育館 －

vs　岐阜経済大学　　  3-2　  WIN!

       　　　　　　　　　最終結果　1部リーグ　　5位

　　   　リベロ賞              中谷　潤那

　　   　ベストサポート賞  　至学館大学受賞

8日(日) 岐阜大学 － vs 名古屋文理大学　33-32　　WIN!

15日(日) 中部大学 － vs　愛知学院大学    24-28    LOSE

21日(土) 東海学生ハンドボール秋季リーグ戦　2部-3部入替戦 岐阜大学 － vs　静岡大学　　　　　33-32　　WIN!

ハンドボール部(女子) 1日(日) 東海学生ハンドボール秋季リーグ戦 中部大学 － vs　愛知淑徳大学　　30-19　　WIN!

弓道部 22日(日) 第61回東海学生弓道秋季リーグ戦 名古屋商科大学 － vs　金城学院　　　　　26-27　　LOSE

7日(土) － vs 愛知教育大学　　 89-86　 WIN!

21日(土) － vs 名古屋市立大学　64-77　 LOSE

28日(土) vs　名古屋工業大学　89-58　WIN!

29日(日)

vs　名古屋工業大学　63-65　LOSE

　　　　          最終結果　3部リーグ 優勝　2部昇格

　　　　　　最優秀選手賞    山本　耕平

　　　　　　優秀選手賞       小島　大二

　　　　　　3P王                木全　拓也

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
名古屋経済大学 －

バスケットボール部(男子)

平成29年10月　クラブ試合結果一覧

愛知産業大学

バレーボール部(男子) 第144回東海大学男女バレーボールリーグ戦　秋季大会

名古屋学院大学瀬戸キャンパス

愛知教育大学

日本福祉大学

第144回東海大学男女バレーボールリーグ戦　秋季大会バレーボール部(女子)

ハンドボール部(男子)

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　出場決定戦

東海学生ハンドボール秋季リーグ戦
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

バスケットボール部(女子) 21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　出場決定戦
日本福祉大学 －

vs　同朋大学　　　　　75-83　 LOSE

　　　　          最終結果 3部リーグ  3位

　　　　　　優秀選手賞　　　 杉浦　愛

1日(日) 愛知産業大学 13:00 vs　愛知産業大学　3-1　  LOSE

8日(日) 名古屋商科大学 10:00 vs　星城大学　　　　0-3　  LOSE

14日(土) 愛知工業大学 －

同率順位決定戦

vs　名古屋経済大学　5-1　WIN!

　　　　         最終結果　２部Bリーグ　５位

1日(日) 静岡招待スプリント選手権水泳競技大会 静岡富士水泳場 －

○女子50m背泳ぎ決勝

　4位　泉田　葵　　　  30秒67

○女子50m背泳ぎB決勝

　5位　佐々木汐里 　 33秒29

○男子50m背泳ぎ決勝

　7位　高栖　翔　 　   28秒39　  至学館新記録

〇女子50mバタフライB決勝

　1位　山本　葉月 　　29秒40　  自己新記録

〇男子50m自由形B決勝

  4位　高栖　翔　 　   24秒73

           予選で24秒72の至学館新記録をマーク

〇女子50m自由形B決勝

   4位　松居　千能    27秒95

〇男子50mバタフライB決勝

   6位　高栖　翔　     26秒50　  自己新記録

   7位　谷岡　剛志    26秒63

22日(日) 静岡SC協会短水路選手権 浜松Tobio －

○女子100m個人メドレー

   2位　山本　葉月   1分07秒70　至学館新記録

   3位　佐々木汐里　1分09秒43　自己新記録

〇女子50mバタフライ

   2位　西田　花乃　　29秒81

   6位　宍戸　菜穂  　30秒78　　　自己新記録

〇女子50m自由形

   4位　山本　葉月  　28秒00

〇女子50m背泳ぎ

   7位　佐々木汐里 　31秒82

平成29年度愛知大学野球秋季リーグ戦

水泳部

硬式野球部
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

7日(土) 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園陸上競技場 － 出場

〇男子800ｍ

　2位　依田　祥吾　1分56秒27

〇男子3000mSC

　3位　佐藤　佑　　 9分30秒47

  4位　日比　友耶　9分31秒29

　5位　　川島　颯太　　　9分36秒49

〇男子10000mW

　2位　　劒物　太一　　　43分15秒93

〇男子ハンマー投

　5位　　中村　圭志　　　49m07

〇男子やり投

　2位　　藤垣　諒　　　　 66m86

〇女子100m

　3位　　野村　真由　　　12秒32

　4位　　加藤　桃佳　　　12秒37

　5位　　臼田　菜々美　 12秒41

〇女子200m

　2位　　臼田　菜々美   25秒35

〇女子800m

　2位　　藤井　亜子　　　2分16秒38

　4位　　安田　侑紗　　　2分23秒06

〇女子100mH

　2位　　藤原　涼花　　　14秒15

　4位　　内山　はるな　　 14秒40

〇女子400mH

　4位　　佐々木　萌　　　1分07秒04

〇女子4×100mR

　4位　　奥野　春菜・野村　真由・大蔵　伊織・

　　　　　 加藤　桃佳　　　48秒70

〇女子4×400ｍR

　5位　　八木　穂乃花・奥野　春菜・野村　真由・

　　　　 　加藤　桃佳      4分03秒57

〇女子走高跳び

　3位　　横井　ゆな　　　　1m60

〇女子棒高跳

　4位　　藤井　琴　　　　　3m50

〇女子円盤投

　4位　　丸山　夏美　　　 39ｍ50

〇女子ハンマー投

　5位　　水野　杏香　　　 41ｍ71

〇女子やり投

　4位 　　館林　都美　　　47m58

陸上競技部

13日(金),14日(土) 第44回東海学生陸上競技秋季選手権大会 ウェーブスタジアム刈谷 －
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

陸上競技部 22日(日) 第56回全日本50km競歩高畠大会 山形県高畠町
〇一般女子10㎞競歩

　3位　　深水　梨保　　　49分20秒

ラクロス部 28日(土) 第26回東海学生ラクロスリーグ戦　FINAL4 愛知学院大学日進キャンパス 10:30～ vs　南山大学　5-14　   LOSE

AGO（フットサルサークル） 22日(日) サントリーCUP フットサルアリーナ大樹 － 3位
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