
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レスリング部 
 

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  
平成 31年 3月 16日 発行 

体操競技部 

レスリング世界選手権 

開催日：平成 30年 10月 20日(土)～28日(日) 

開催地：ハンガリー・ブタペスト 

【結果】 

53kg 級 優 3勝 奥野 春菜（ 健康スポーツ科学科 2年） 

55kg 級 優 3勝 向田 真優（ 健康スポーツ科学科 3年） 

62kg 級 優 3勝 川井友香子（ 健康スポーツ科学科 3年） 

65kg 級 第 3位 源平 彩南（ 健康スポーツ科学科 4年） 

72kg 級 出 3場 松雪 成葉（ 健康スポーツ科学科 1年） 

U-23世界選手権 

開催日：平成 30年 11月 12日(月)～16日(金) 

開催地：ルーマニア・ブカレスト 

【結果】 

50kg 級 優 3勝 五十嵐未帆（ 健康スポーツ科学科 4年） 

55kg 級 優 3勝 五十嵐彩季（ 健康スポーツ科学科 1年） 

57kg 級 第 2位 花井 瑛絵（ 健康スポーツ科学科 1年） 

62kg 級 優 3勝 川井友香子 健康スポーツ科学科 3年） 

65kg 級 優 3勝 源平 彩南 健康スポーツ科学科 4年） 

72kg 級 出 3場  松雪 成葉 健康スポーツ科学科 1年） 

76kg 級 出 3場  松雪 泰葉 健康スポーツ科学科 1年） 

天皇杯全日本レスリング選手権 

開催日：平成 30年 12月 20日(木)～23日(日) 

会 場：駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 

【結果】 

50kg 級 第 3位 五十嵐未帆 健康スポーツ科学科 4年） 

53kg 級 優 3勝 向田 真優 健康スポーツ科学科 3年） 

55kg 級 第 2位 五十嵐彩季 健康スポーツ科学科 1年） 

57kg 級 第 3位 花井 瑛絵 健康スポーツ科学科 1年） 

59kg 級 第 3位 岩澤 希羽 健康スポーツ科学科 2年） 

62kg 級 優 3勝 川井友香子 健康スポーツ科学科 3年） 

72kg 級 第 2位  松雪 成葉 健康スポーツ科学科 1年） 

76kg 級 第 2位  松雪 泰葉 健康スポーツ科学科 1年） 

第 48 回東海北信越学生新人体操選手権大会 

開催日：平成 30年 10月 6日(土)・7日(日) 

会 場：静岡産業大学(磐田市) 

【団体結果】 

男子団体総合 第 8位 

女子団体総合 第 3位 

【個人結果】 

個人総合 第 6位 

種目別選手権 ゆか）第 3位 

百本  遼 健康スポーツ科学科 2年） 

  

               （ 

 

大府市スポーツ功労賞受賞 

レスリング世界選手権大会（ 10月ハンガリー・ブタペスト)
において第 3位までに入賞した 4名と卒業生の川井梨紗子
さんが大府市スポーツ功労賞を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月25日(日)、大府市役所市民健康広場にて記念撮影 
 岡村秀人市長とおぶちゃんと受賞者 5名） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 31 回全日本高校大学ダンスフェスティバル（ 神戸） 

開催日：平成 30年 8月 7日(火)～10日(金) 

会 場：神戸文化ホール 兵庫県） 

【創作コンクール部門出場】 

 ◆作品名 「背骨 じく） ―その存在を感じる―」 

≪出場学生≫ 

井出あさ美 健康スポーツ科学科 4年） 

黒田  勇 健康スポーツ科学科 4年） 

森嶋 駿平 健康スポーツ科学科 4年） 

岡田 玲奈 こども健康・教育学科 4年） 

山本  輝 健康スポーツ科学科 3年） 

小林こころ 栄養科学科 2年） 

玉田 瑞希 栄養科学科 2年） 

鈴木  萌 健康スポーツ科学科 2年） 

平田  栞 健康スポーツ科学科 2年） 

仙石孝太朗 こども健康・教育学科 2年） 

亀井 咲良 健康スポーツ科学科 1年） 

杉山 未夢 健康スポーツ科学科 1年） 

山口 未々 こども健康・教育学科 1年） 

川澄 真友 体育学科 1年） 

國弘 桃香 体育学科 1年） 

齋藤真里奈 体育学科 1年） 

アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ2018 

開催日：平成 30年 9月 16日(日)・17日(月･祝) 

会 場：高岡市ふくおか総合文化センター 富山県） 

【松本千代栄賞 最高賞）  受賞】 

【座・高円寺ダンスアワード 受賞】 

◆作品名 「狼狽」 

≪出場学生≫ 

  岡田 玲奈  こども健康・教育学科 4年） 

黒田  勇  健康スポーツ科学科 4年） 

◆作品名 「REVERSI」 

≪出場学生≫ 

井出あさ美  健康スポーツ科学科 4年） 

仙石孝太朗  こども健康・教育学科 2年） 

玉田 瑞希  栄養科学科 2年） 

齋藤真里奈  体育学科 1年） 

山口 未々  こども健康・教育学科 1年） 
第 73 回国民体育大会 セーリング競技会 

開催日：平成 30年 9月 30日(日)～10月 3日(水) 

会 場：若狭和田マリーナ 福井県） 

【結果】 

成年女子セーリングスピリッツ級  

第6位 岐阜県代表 伊藤 有希 こども健康・教育学科4年） 

※セーリングとは帆に風を受け、水上を滑走する 

技術を競うオリンピック正式種目の競技です。 

 

静岡県秋季短水路選手権水泳競技大会 

開催日：平成 30年 10月 28日(日) 

会 場：静岡県立水泳場 

【結果】第 3位以上入賞者のみ 

〇女子400m メドレーリレー 

第1位 至学館大学   4分19秒66 

松田 未悠〔背泳ぎ〕 栄養科学科2年） 

西川 香澄〔平泳ぎ〕 こども健康・教育学科1年） 

山本 葉月〔バタフライ〕 健康スポーツ科学科2年） 

菊池 祐以〔自由形〕 健康スポーツ科学科1年） 

〇女子100m バタフライ 

第1位 山本 葉月 健康スポーツ科学科2年）  1分01秒33 

〇女子100m 自由形 

第1位 山本 葉月 健康スポーツ科学科2年）（（58秒35 

第3位 菊池 祐以 健康スポーツ科学科1年）（（59秒41 

〇女子200m 個人メドレー 

第1位 西川 香澄 こども健康・教育学科1年）2分21秒81 

第3位 宍戸 菜穂 健康スポーツ科学科2年）  2分26秒31 

〇男子50m 背泳ぎ 

第1位 松岡 修吾 健康スポーツ科学科1年）  25秒68 

〇男子200m 個人メドレー 

第1位 平野 圭佑 健康スポーツ科学科2年）  2分07秒82 

〇男子100m 背泳ぎ 

第2位 松岡 修吾 健康スポーツ科学科1年）  55秒58 

〇男子1500m 自由形 

第2位 高栖  翔 健康スポーツ科学科3年）  15分50秒57 

〇女子400m 個人メドレー 

第2位 松田 未悠 栄養科学科2年）     5分04秒09 

第3位 西川 香澄 こども健康・教育学科1年）5分08秒18 

〇女子200m 自由形 

第2位 及川 美翔 体育学科1年） （（（（2分13秒83 

〇女子50m 自由形 

第3位 松居 千能 健康スポーツ科学科2年）  27秒83 

水泳部 

セーリング 

創作ダンス部 



秋季東海学生ソフトテニス選手権大会 

開催日：平成 30年 11月 5日(月) 

会 場：北勢中央公園 

【結果】 

女子ダブルス 第 3位 梅原・宮島ペア 

梅原 奈央 健康スポーツ科学科 3年） 

宮島 更瑳 健康スポーツ科学科 2年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ 大会名 日程 会場 結果 

バレーボール部 

（女 子） 第 147回東海大学男女 

バレーボールリーグ戦 

 秋季大会 

平成30年 9月15日(土) 

～10月28日(日) 

至学館大学 S.S.C. 

第１アリーナ他 

女子 

1部 第 3位 5勝 5敗） 

バレーボール部 

（男 子） 

男子 

2部 準優勝 6勝 1敗） 

【個人賞】セッター賞 北山 義達（ 健康スポーツ科学科 4年）／サーブ賞 小田 将夢（ 健康スポーツ科学科 4年） 

バスケットボール部

（男 子） 

第 89回東海学生 

バスケットボールリーグ戦 

平成30年 9月 1日(土) 

～10月20日(土) 
中京大学体育館（他 

2部 1次リーグ 第 3位 

 3勝 2敗） 

2部 2次リーグ 第 3位 

 3勝 2敗） 

【個人賞】優秀選手賞 小島 大二（ こども健康（・教育学科4年）／ 3ポイント王（・得点王 温井 武（ 健康スポーツ科学科1年） 

硬式野球部 
平成 30年度愛知大学野球 

秋季リーグ戦 

平成30年 9月 2日(日) 

～10月13日(土) 
至学館大学野球場他 2部 Ｂリーグ   第 4位 

軟式野球部 

（女 子） 
平成 30年度 秋季リーグ戦 

平成30年10月 7日(日) 

～11月10日(土) 
桜花学園大学 優 勝 5戦全勝） 

ラクロス部 
第 27回東海学生 

ラクロスリーグ戦 

平成30年 8月11日(土) 

～10月14日(日) 

愛知学院大学 

日進キャンパス他 

1部予選リーグ 2位通過 

 4勝 2敗 1分） 

FINAL4 敗退 第 3位 

陸上競技部 柔道部 

各クラブ 秋季リーグ戦の結果 

 

天皇賜盃第 87 回日本学生陸上競技対校選手権 

開催日：平成 30年 9月 6日(木)～9日(日) 

会 場：等々力陸上競技場(神奈川県) 

【結果】 

 女子 100ｍハードル 

  第 8位 藤原 涼花 健康スポーツ科学科 4年） 

 女子 10000m 競歩 

  第 5位 深水 梨保 栄養科学科 4年） 

東海学生柔道体重別選手権大会 

開催日：平成 30年 8月 26日(日) 

会 場：愛知県武道館 

【結果】 

男子60kg 級 第3位 馬場 元気 健康スポーツ科学科2年） 

女子52kg 級 第2位 上田  優 体育学科1年） 

FIAS プレジデントカップサンボ選手権大会 

開催日：平成 30年 9月 9日(日) 

会 場：韓国・仁川市 

【結果】 

男子57kg 級 第2位  瀬古 賢伸 体育学科1年） 

2018 デチョン MBC カップ 

（    ソチョン国際オープンテコンドー大会 

開催日：平成 30年 8月 15日(水)～8月 19日(日) 

会 場：ソチョン国民体育センター 韓国） 

【結果】 

男子シニア54kg 級 優 勝 土出 夏生 体育学科1年） 

※2020 年東京オリンピックに向けた愛知県強化指定選手に

も選ばれており、今後の活躍が期待されます。 

 

テコンドー 
ソフトテニス部 



 

 

 

平成 31年 1月 22日(火)、大府市と本学との「選挙啓発に関する協定」 平成 28年 2月 4日締結）に基づき、 

学内に愛知県知事選挙における期日前投票所を開設しました。 

この期日前投票所の運営には、健康科学部健康スポーツ科学科 越智助教のゼミ学生を中心に 14人の学生が携わり、 

本学学生・教職員と地域住民の方々53人が投票を行いました。 

また、1月 24日(木)に「おおぶ文化交流の杜 allobu）」 大府市柊山町）に開設された期日前投票所においても 

越智助教のゼミ学生を中心に 14人の学生が運営に携わり、地域住民の方々60人が投票を行いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 9 回 至大祭 「Transmission」 

開催日時：平成 30年 10月 20日(土)・21日(日) 11:00～17:00 

会  場：至学館大学キャンパス 

第 9回至大祭が行われ、2日間合わせて 3,000人以上の方に来場していただき、 

無事に終えることができました。 

その中で様々なコンテストが行われましたので、上位入賞者等をお伝えいたし 

ます。 

【女装コンテスト】  

優 勝  熊澤 一誠 こども健康・教育学科 3年） 

【ミスコンテスト】  

優 勝  石川 美祈 健康スポーツ科学科 1年） 

【ボディービルコンテスト】  

優 勝  水谷 亮太 健康スポーツ科学科 4年）2年連続！ 

【ダンスコンテスト】 

  優 勝 spark fine7 学外団体） 

第 2位 milkboys&girls 本学創作ダンス部員他）  

黒田  勇 健康スポーツ科学科 4年） 

井出あさ美 健康スポーツ科学科 4年） 

稲垣火奈子 健康スポーツ科学科 4年） 

長尾 茉耶 健康スポーツ科学科 4年） 

森嶋 駿平 健康スポーツ科学科 4年） 

山本  輝 健康スポーツ科学科 3年） 

【夢追人、ガッカンロール シンガーオーディション】 

≪夢追人≫ 

     早川 直樹 健康スポーツ科学科 3年） 

尾﨑   葵 こども健康・教育学科 2年） 

≪ガッカンロール≫ 

若杉 直人 栄養科学科 3年） 

板橋 虹姫 こども健康・教育学科 1年） 

期日前投票所の開設及び運営について 


