
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至学館大学大学院・至学館大学・至学館大学短期大学部 

学生活動情報 
令和 3 年 3 月 17 日 発行 

レスリング部 

天皇杯全日本レスリング選手権大会 

開催日：令和2年 12月 17日(木)～12月 20日(日) 

会 場：駒沢オリンピック公園総合体育館（東京都） 

 

【結果】 

50kg級 第 1位 吉元玲美那（健康スポーツ科学科 2年） 

57kg級 第 1位 南條 早映（健康スポーツ科学科 3年） 

57kg級 第 2位 永本 聖奈（健康スポーツ科学科 2年） 

57kg級 第 3位 澤 葉菜子（健康スポーツ科学科 4年） 

59kg級 第 1位 花井 瑛絵（健康スポーツ科学科 3年） 

59kg級 第 2位 稲垣 柚香（健康スポーツ科学科 1年） 

65kg級 第 2位 類家 直美（健康スポーツ科学科 2年） 

68kg級 第 1位 松雪 成葉（健康スポーツ科学科 3年） 

76kg級 第 2位 松雪 泰葉（健康スポーツ科学科 3年） 

 

愛知大学野球連盟秋季リーグ戦 2 部 A リーグ 

開催日：令和2年 9月 5日(土)～10月 12日(月) 

会 場：至学館大学他 

 

【結果】 

2部Ａリーグ （5勝 5敗） 第 3位  

 

中京テレビ杯秋季第 76 回東海地区大学（女子） 

ソフトボールリーグ戦 

開催日：令和2年 10月 3日(土)～10月 10日(土) 

会 場：高浜市碧海グラウンド・流作グラウンド 

 

【結果】Bリーグ戦 第 1位（3勝 1敗）1部昇格！ 

vs. 岐阜聖徳大学  3－4  LOSE 

vs. 星城大学    7－0  WIN! 

vs. 中京学院大学  6－3  WIN! 

vs. 常葉大学    4－2  WIN! 

 

≪個人賞≫ 

Bリーグ敢闘選手賞：：細井 美穂：（健康スポーツ科学科3年） 

ソフトボール部 

硬式野球部 

バレーボール部 

第 150 回 東海大学男女バレーボールリーグ戦  

（代替） 秋季大会 

開催日：令和2年 10月 3日(土)～11月 1日(日) 

会 場：至学館大学、愛知学院大学他 

 

【男子結果】1部 第 6位 

 〇トーナメント１回戦 

vs. 愛知学院大学  0－3   LOSE 

〇敗者復活戦 

vs.  朝日大学    3－1  WIN! 

〇5位6位決定戦 

vs. 名城大学     0－3  LOSE  

【女子結果】1部（5勝 2敗） 第 3位 

vs. 中京大学    2－3  LOSE 

vs. 皇學館大学   3－1  WIN! 

vs. 愛知教育大学  3－1  WIN! 

vs. 東海学院大学  3－2  WIN! 

vs. 岐阜協立大学  0－3  LOSE 

vs. 愛知学院大学  3－2  WIN! 

vs. 名古屋学院大学 3－0  WIN! 

 ≪個人賞≫ 

最優秀新人賞：熊沢 美月（健康スポーツ科学科1年） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ハンドボール日本選手権愛知県予選大学代表決定戦 

開催日：令和2年 9月 19日(土)～9月 20日(日)  

会 場：中部大学 

 

【結果】 

vs. 名古屋文理大学戦 

前半18－5 後半15－4  トータルスコア33－9  WIN！ 

vs. 中京大学戦 

前半9－2 後半15－16 トータルスコア24－28  LOSE 

 

 

女子硬式野球部 

第 10 回全国大学女子硬式野球選手権大会 

開催日：令和2年 9月 18日(金)～20日(日) 

会 場：田辺スポーツパーク野球場・上富田球場 

 

【予選リーグ戦】  

vs. 日本大学国際関係学部   4－1   WIN! 

vs. IPU環太平洋大学   2－0  WIN! 

vs. 桃山学院教育大学   5－1  WIN! 

【決勝トーナメント戦】結果：第 3位 

vs. 尚美学園大学   0－3  LOSE 

バドミントン部 

軟式野球部（男子） 

中部日本学生軟式野球リーグ戦 

開催日：令和 2 年 10 月 10 日(土)～11 月 21 日(土) 

会 場：蟹江グラウンド・長嶋運動公園野球場他 

 

【結果】第 3 位 

 vs. 愛知大学豊橋学舎 6－1 WIN! 

 vs. 名城大学     0－2  LOSE 

 vs. 名古屋商科大学  5－4 WIN! 

 

第 65 回愛知学生新人バドミントン選手権大会 

開催日：令和2年 10月 16日(金)〜10月 19日(月) 

会 場：一宮市総合体育館（いちい信金アリーナA） 

 

【出場選手】 

内藤 悠平：（健康スポーツ科学科 3 年） 

内藤 大智：（健康スポーツ科学科 2 年） 

角山 裕哉：（健康スポーツ科学科 2 年） 

春木 力  (体育学科 1 年） 

仲程 夕姫：（栄養科学科 4 年） 

大西 ルミ：（健康スポーツ科学科 3 年） 

柴田 摩耶：（健康スポーツ科学科 1 年） 

中村友彩保：（こども健康・教育学科 1 年） 

下井 千瑳：（体育学科 1 年） 

尾崎 瑠美：（体育学科 1 年） 

井上 結羽：（体育学科 1 年） 

ハンドボール部（女子） 

陸上競技部 

第 104 回日本陸上競技選手権大会 

開催日：令和2年 10月 1日(木)～10月 3日(土) 

会 場：デンカビックスワンスタジアム（新潟県） 

 

【出場】 

400mH 予選  奥林 凛  1 分 01 秒 23 

水泳部 

アルペンスキー（大回転） 

第 76 回国民体育大会スキー競技会静岡県選考会 

開催日：令和3年 1月 10日(日) 

会 場：飛騨ほおのき平スキー場(岐阜県高山市)  

 

【結果】第 1位 

 成年女子A 原 栞（栄養科学科 1 年） 1分21秒 87 

 

この結果、秋田県で行われる第 76 回国民体育大会冬季スキー

競技会の出場が決定しましたが、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、残念ながら大会は中止されました。 

梅村杯冬季水泳競技大会 

開催日：令和2年 12月 20日(日) 

会 場：中京大学室内プール 

 

【結果】第 3 位以上入賞者のみ 

〇女子50ｍ平泳ぎ 

第1位 浅川 楓 （健康スポーツ科学科1年）   33秒63 

第2位 西川 香澄（こども健康・教育学科3年）  34秒68 

第3位 山田 公佳（健康スポーツ科学科3年)  ：34秒96 

〇女子100ｍ平泳ぎ 

第2位 浅川 楓  （健康スポーツ科学科1年）1分11秒73 

〇女子50ｍ背泳ぎ 

第1位 松浦 心叶（健康スポーツ科学科1年）    31秒30 

〇男子50ｍ背泳ぎ 

第2位 松岡 修吾（健康スポーツ科学科3年）   25秒91 

〇男子100ｍ平泳ぎ 

第3位 奥村 拓真（健康スポーツ科学科3年）1分00秒39 


