
クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間

58秒93

2分06秒61　大会新記録

2分07秒42　大会新記録

2分11秒17

4分30秒55

1分01秒00　大会新記録

※日本学生選手権標準記録突破

1分01秒00　大会新記録

※日本学生選手権標準記録突破

1分01秒81　大会新記録

2分18秒46

2分04秒27　大会新記録

※日本学生選手権標準記録突破

2分06秒67　自己新記録

2分08秒29

4分22秒89　大会新記録

※日本学生選手権標準記録突破

4分37秒18

4分37秒41

27秒39

23秒58　至学館新記録

1分54秒97　自己新記録

52秒89

結果

９日(土)
第１７回石川県が癖選手権水泳競技大会

金沢オープン
金沢プール

平成30年6月　クラブ試合結果一覧

9:00水泳部

〇女子100m自由形

　　　第１位　松居　千能

〇女子200ｍ自由形

　　　第１位　宍戸　菜穂

　　　第２位　山本　葉月

　　　第３位　及川　美翔

〇女子400m自由形

　　　第１位　菊池　祐以

〇女子50mバタフライ

　　　第１位　松田　未悠

〇女子100mバタフライ

　　　第１位　松田　未悠

　　　第２位　山本　葉月

〇女子200m背泳ぎ

　　　第１位　佐々木汐里

〇男子200ｍ個人メドレー

　　　第２位　高栖　翔

　　　第６位　平野　圭佑

　　　第７位　鷹野健太朗

〇男子400m個人メドレー

　　　第２位　高栖　　翔

　　　第６位　鷹野健太朗

　　　第７位　平野　 圭佑

〇男子50m自由形

　　　第３位　松居　千能

〇男子50m自由形

　　　第３位　淺生　侑寿

〇男子200m自由形

　　　第３位　梅谷　陸

〇男子100m自由形

　　　第６位　鈴木　智弘
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

2分30秒30

4分26秒21

4分29秒25

2分19秒38　自己新記録

2分20秒15　自己新記録

2分20秒24

2分05秒38　自己タイ記録

2分07秒10

2分09秒00

9分08秒98

2分18秒17

1分05秒83

27秒34

58秒84

52秒35

2分06秒29

25秒87

4分04秒74　自己新記録

4分08秒37

4分28秒31

4分34秒75

23秒79

23秒88

2分05秒51

2分06秒82

1分55秒65

〇男子400m個人メドレー

　　　第２位　高栖　翔

　　　第５位　鷹野健太朗

〇男子400m自由形

　　　第２位　梅谷　陸

　　　第３位　平野　圭佑

〇女子50m自由形

　　　第６位　松居　千能

〇男子100m自由形

　　　第６位　松下　健太

〇男子200mバタフライ

　　　第７位　谷岡　剛志

〇男子50m背泳ぎ

　　　第１位　松岡　修吾

〇女子400m自由形

　　　第１位　菊池　祐以

　　　第３位　及川　美翔

〇女子200m平泳ぎ

　　　第１位　西川　香澄

〇女子200m個人メドレー

　　　第１位　西川　香澄

　　　第３位　山本　葉月

　　　第４位　松田　未悠

〇女子200m自由形

　　　第２位　宍戸　菜穂

　　　第４位　山本　葉月

　　　第６位　及川　美翔

〇女子800m自由形

　　　第３位　菊池　祐以

〇女子200m背泳ぎ

　　　第３位　佐々木汐里

〇男子50m自由形

　　　第３位　松岡　修吾

　　　第７位　淺生　侑寿

〇男子200m個人メドレー

　　　第４位　高栖　翔

　　　第７位　平野　圭佑

〇男子200m自由形

　　　第５位　梅谷　陸

水泳部 17日(日)
三重県短水路記録会　兼　ニチレイチャレンジ泳力検定

会
鈴鹿スポーツの杜 9:00

〇女子100m背泳ぎ

　　　第４位　佐々木汐里

〇女子100m自由形

　　　第５位　松居　千能
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

8分41秒76  至学館新記録

1分02秒13  至学館新記録

2分15秒84  至学館新記録

4分00秒26  至学館新記録

4分24秒39

2分35秒17  至学館新記録

1分13秒77

1分14秒89

2分26秒77  自己新記録

2分10秒89

1分08秒34

27秒52

9分24秒98

　

4分04秒67  至学館新記録

7分48秒75  至学館新記録

3分54秒83  至学館新記録

3分34秒67※予選で3分34秒40の至学館新記録をマーク

59秒63※予選で59秒54の至学館新記録をマーク

1分58秒01

1分04秒95

〇女子200m平泳ぎ

　　　第６位　　西川　香澄

〇女子100mバタフライ

　　　第３位　　松田　未悠

〇女子200mバタフライ

　　　第４位　　松田　未悠

〇女子100m平泳ぎ

　　　第６位　　西川　香澄

　　　第８位　　山田　公佳

〇女子200m個人メドレー

　　　第７位　　山本　葉月

〇女子200m自由形

　　　第７位　　山本　葉月

〇女子800mフリーリレー

　　　第３位　　宍戸　菜穂・菊池　祐以・西川　香澄・山本　葉月

〇女子400mフリーリレー

　　　第５位　　松居　千能・菊池　祐以・西川　香澄・山本　葉月

〇女子400mメドレーリレー

　　　第６位　　佐々木汐里・西川　香澄・松田　未悠・松居　千能

〇女子100m背泳ぎ

　　　第７位　　佐々木汐里

〇男子800mフリーリレー

　　　第５位　　梅谷　 陸・松下　健太・平野　圭佑・高栖　 翔

〇男子400mメドレーリレー

　　　第５位　　松岡　修吾・奥村　拓真・高栖 　翔・松下　健太

〇男子400mフリーリレー

　　　第６位　　松岡　修吾・松下　健太・平野　圭佑・高栖　 翔

〇女子50m自由形

　　　第８位　　松居　千能

〇女子800m自由形

　　　第８位　　宍戸　菜穂

〇男子400m自由形

　　　第３位　　高栖　 翔

〇男子200m自由形

　　　第８位　　松下　健太

〇男子100m平泳ぎ

　　　第８位　　奥村　拓真

水泳部 30日(土) 9:00鈴鹿スポーツの杜中部学生選手権水泳競技大会

〇男子100m背泳ぎ

　　　第７位　　松岡　修吾
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

サッカー部（女子） 9日(土) 愛知県女子サッカーリーグ 名古屋経済大学 10:00 2-7　LOSE

3日(日) 12:00 1-2　LOSE

10日(日) - 0-1　LOSE

硬式野球部 10日(日) 新人戦 名城大学 -
7-4　WIN!

3-4　LOSE

10日(日)
第50回全日本大学駅伝対校選手権記念大会

東海地区予選
半田運動公園陸上競技場 16:00 出場

第８位　深水　梨保　　　　49分43秒21

第６位　菰田　梨香子　　 1m64

第２位　藤井　亜子　　　　2分13秒44

第７位　八木　穂乃花・西原　琳・

　　　　　 加藤　由樹子・近藤　七海

　　　　　　　　　　　　　　　　 3分51秒72

【男子】

〇60㎏級 ベスト８ 馬場　元気

出　場 瀬古　賢伸

〇73㎏級 ベスト８ 柴田　恵佑

〇90㎏級 出　場 岩田　敬太

【女子】

〇52㎏級 ベスト4 上田　優

〇50㎏級 第３位 五十嵐　未帆

〇53㎏級 優　 勝 奥野　春菜

〇55㎏級 優　 勝 向田　真優

第２位 五十嵐　彩季

〇57㎏級 第２位 花井　瑛絵

第３位 南篠　早映

〇59㎏級 第３位 岩澤　希羽

〇62㎏級 優　 勝 川井　友香子

〇65㎏級 第３位 源平　彩南

〇68㎏級 第３位 早川　まい

〇72㎏級 優　 勝 松雪　成葉

〇76㎏級 第２位 松雪　泰葉

2日(土)柔道部

レスリング部

vs.　名古屋工業大学

vs.　名古屋経済大学

-

15日(金)～17日(日)

サッカー部（男子） 日本福祉大学AIFA第17回学生サッカーリーグ2018プレミア前期リーグ

Shonan　BMW

スタジアム平塚
2018日本学生陸上競技個人選手権

駒沢体育館平成30年度　全日本選抜選手権大会

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知予選

13日(水)～17日(日)

vs.　名古屋外国語大学

vs.　名古屋学院大学

vs．南山大学

10:00愛知県武道館

9:00

陸上競技部

29日(金)～7/1(日)
秩父宮賜杯

第71回西日本学生陸上競技対校選手権大会

沖縄県総合運動公園

陸上競技場
9:00 〇女子4×400m

〇女子800m

〇走高跳び

〇10000競歩
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クラブ名 日程 試合・行事 場所 開始時間 結果

ハンドボール部(男子) 2日(土) 東海学生ハンドボール春季リーグ戦 至学館大学 -
32-38　LOSE

※3部降格

2-0　WIN!

2-1　WIN!

1-2　LOSE

2-0　WIN!

0-2　LOSE

2-0　WIN!

0-2　LOSE

2-1　WIN!

0-2　LOSE

0-2　LOSE

0-2　LOSE

2-0　WIN!

0-2　LOSE

1-2　LOSE

バスケットボール部(男子) 4日(月) 第68回西日本学生バスケットボール選手権大会 府民共済SUPERアリーナ 17:00 86-117　LOSE

バレーボール部(女子)

vs.　南山大学

vs.　愛知産業大学

-

【決勝トーナメント】

vs．名古屋学院大学

vs.　東海学園大学

vs．名古屋文理大学

10:00

vs.　愛知学院大学

vs.　名古屋学院大学

vs.　中京大学

2日(土)

3日(日)

第15回愛知大学男女バレーボールリーグ春季大会 愛知学院大学

第15回愛知大学男女バレーボールリーグ春季大会 大同大学

10日(日)

9日(土)

ベイコム総合体育館or

兵庫県立総合体育館
第44回西日本バレーボール大学女子選手権大会27日(水)～30日(土)

第44回西日本バレーボール大学女子選手権大会28日(木)～7/1(日)

バレーボール部(男子)

【決勝トーナメント】

vs．愛知大学

【予選リーグ】

vs．大阪教育大学

vs．近畿大学

【予選リーグ戦】

vs．帝塚山大学

vs．東海学園大学

-広島県総合体育館

vs.　大同大学

vs.　名古屋大学

10:00

vs.　びわこ成蹊スポーツ大学

5 / 5 ページ


