
クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間

ラクロス部 4日(日) Hi　Five　Lacross 愛・地球博記念公園多目的広場 8:30

柔道部 11日(日)・12日(月祝) 2018年プーチン大統領杯全日本サンボ選手権大会 墨田区体育館 9:00

24日(土) 第51回東海学生弓道百射会 10:00

25日(日) 第51回東海学弓道六十射会 10:00

HIP HOP DANCE部 25日(日) 自主公演「Dance　Missile2018」 大府市役所多目的ホール 16:30

　第2位

4分04秒13

松居　千能

松田　未悠

平成30年2月　クラブ試合結果一覧

出演

〇女子400mリレー

【男子57kg級】

　　第１位　　馬場 元気　※昨年に続いての２連覇です。

【女子68kg級】

　　第２位　　富 菜月

弓道部

出場

結果

【Man】至学館大学ベイーズ

　　vs　日本大学　　　　3-11　　LOSE

　　vs　近畿大学　　　　4-11　　LOSE

　　vs　北里大学　　　　0-0　 　 DRAW

　　vs　産業能率大学　5-7　　　LOSE

　　vs　岡山県立大学　6-10　　LOSE

　　vs　東京大学　　　　1-10　　LOSE

　　vs　岩手大学　　　　11-5　　WIN !アルティメット部

【Woman】至学館大学クロッカス

　　vs　大阪体育大学　0-0　   DRAW

　　vs　中京大学　　　　0-0　   DRAW

　　vs　文教大学　　　　4-6　   LOSE

　　vs　筑波大学　　　　10-0　 WIN!

　　vs　秋田大学　　　　9-4　 　WIN!

23日(金)～25日(日)

日本ガイシスポーツクラブ弓道場

水泳部 3日(土)～4日(日) 伊豆駿河湾選手権 富士水泳場 - 宍戸　菜穂

山本　葉月

第27回全日本大学新人アルティメット選手権大会 静岡県富士市富士川緑地公園 -

出場
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

　第3位 2分18秒00

　第3位 2分27秒23

　第4位 1分09秒09

　第4位 29秒00

　第5位 29秒39

　第5位 1分02秒64

　第6位 2分10秒38

　第10位 2分13秒10

　第7位 4分40秒86

　第9位 16分47秒73

　第9位 2分29秒00

　第10位 2分34秒41

　第10位 1分01秒11

　第10位 2分13秒54

　第3位 2分13秒09

　第6位 29秒37

　第8位 1分03秒14

　第9位 1分01秒97

10日(土)～11日(日) わかやまオープン 秋葉山公園県民水泳場 -

〇女子400m自由形

〇男子1500m自由形

〇女子200m個人メドレー

宍戸　菜穂

西田　花乃

高栖　翔

松田　未悠

〇男子50m背泳ぎ

松田　未悠

山本　葉月

〇女子100m背泳ぎ

松田　未悠

〇女子200m背泳ぎ

佐々木　汐里

宍戸　菜穂

〇女子100mバタフライ

〇女子200m自由形

高栖　翔

〇女子50mバタフライ

泉田　葵

宍戸　菜穂

〇女子100m自由形

松居　千能

松田　未悠

〇男子200m個人メドレー

高栖　翔

松田　未悠

伊豆駿河湾選手権 富士水泳場 -

〇女子100mバタフライ

〇女子200mバタフライ

〇女子200mバタフライ

〇女子50m背泳ぎ

泉田　葵

3日(土)～4日(日)

水泳部

〇女子100m背泳ぎ

佐々木　汐里
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1時間05分18秒

川島　颯太 10分30秒

辻村　駿介 10分55秒

村瀬　功夕 10分39秒

石黒　堅大 11分19秒

椛澤　俊哉 11分11秒

日比　友耶 10分44秒

1時間08分22秒

吉田　裕也 10分46秒

伊藤　優汰 11分20秒

佐藤　佑 11分12秒

長濱　朋哉 11分29秒

恒川　翔 12分05秒

神野　航汰 11分30秒

1時間20分07秒

丹羽　菜々子 12分49秒

伊藤　麻有 13分42秒

今井　理香子 13分19秒

松永　茉里香 12分56秒

加藤　晶 13分39秒

安田　侑紗 13分42秒

劒物　太一  41分59秒

2時間22分26秒

日比　友耶 20分58秒

川島　颯太 26分03秒

辻村　駿介 11分34秒

村瀬　功夕 25分20秒

石川　憲幸 16分14秒

石黒　堅大 11分33秒

山本　将平 30分44秒

1時間58分20秒

安田 侑紗 14分12秒

松永 茉里香 30分28秒

丹羽 菜々子 19分31秒

伊藤 麻有 14分25秒

今井 理香子 39分44秒

第1回愛知池駅伝競走大会 愛知池周回コース11日(日)

第101回日本陸上競技選手権大会20Km競歩

ジャカルタ2018アジア競技大会男子・女子20km選考競技会

第29回U20選抜競歩大会

六甲アイランド 六甲大学周辺コース

(日本陸連公認コース)
-

4区

5区

6区

1区

◆「しがっかん」　　　7位

◆「至学館女子」　　13位

2区

3区

2区

3区

4区

5区

◆「至学館大学」　２位

1区

【U20男子10km】

2区

3区

5区

6区

1区

4区

9:00

6区

1区

2区

3区

4区

5区

1区

2区

3区

4区

5区

【女子の部】　　 　5位

陸上競技部

18日(日)

田口福寿杯　第39回　中日西濃駅伝競走大会 大垣市浅中公園陸上競技場 9:00

　8位

7区

【一般Aの部】　　5位

6区
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