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クラブ名クラブ名クラブ名クラブ名 大　会　名大　会　名大　会　名大　会　名 対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手 会場会場会場会場

　４月　７日（土） １３：３０ パロマ瑞穂 野球場 ○○○○ ４－１４－１４－１４－１

　４月　８日（日） １０：００ パロマ瑞穂 野球場 ○○○○ ９－２９－２９－２９－２

　４月１４日（土） １０：００ パロマ瑞穂 野球場 ○○○○ ５－１５－１５－１５－１

  ４月１５日（日） １３：００ パロマ瑞穂 野球場 ○○○○ ９－５９－５９－５９－５

　４月２８日（土） １３：００ パロマ瑞穂 野球場 ○○○○ ３－２３－２３－２３－２

　４月２９日（日） １０：００ パロマ瑞穂 野球場 ●●●● ２－３２－３２－３２－３

　４月３０日（月） １３：００ パロマ瑞穂 野球場 ○○○○ ９－２９－２９－２９－２

　５月　５日（土） １０：００ パロマ瑞穂 野球場 ○○○○ ３－１３－１３－１３－１

　５月　６日（日） １３：００ パロマ瑞穂 野球場 ●●●● ３－４３－４３－４３－４

　５月　８日（火） １３：００ 春日井市民球場 ●●●● １－２１－２１－２１－２

　５月１９日（土） １０：００ パロマ瑞穂 野球場

　５月２０日（日） １３：００ パロマ瑞穂 野球場

　５月２１日（月） 予備日 春日井市民球場

女子駅伝部女子駅伝部女子駅伝部女子駅伝部

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部

第６５回 東海学生柔道夏季優勝大会第６５回 東海学生柔道夏季優勝大会第６５回 東海学生柔道夏季優勝大会第６５回 東海学生柔道夏季優勝大会

第２５回 東海学生女子柔道優勝大会第２５回 東海学生女子柔道優勝大会第２５回 東海学生女子柔道優勝大会第２５回 東海学生女子柔道優勝大会

第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　県予選第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　県予選第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　県予選第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　県予選

第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　県予選第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　県予選第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　県予選第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　県予選

第６７回 全日本学生柔道優勝大会第６７回 全日本学生柔道優勝大会第６７回 全日本学生柔道優勝大会第６７回 全日本学生柔道優勝大会 —

第２７回 全日本学生女子柔道優勝大会第２７回 全日本学生女子柔道優勝大会第２７回 全日本学生女子柔道優勝大会第２７回 全日本学生女子柔道優勝大会 —

第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東海地区予選第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東海地区予選第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東海地区予選第５０回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東海地区予選

第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　東海地区予選第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　東海地区予選第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　東海地区予選第２１回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　東海地区予選

第３７回 東海学生柔道体重別選手権大会第３７回 東海学生柔道体重別選手権大会第３７回 東海学生柔道体重別選手権大会第３７回 東海学生柔道体重別選手権大会

第３５回 東海学生女子柔道体重別選手権大会第３５回 東海学生女子柔道体重別選手権大会第３５回 東海学生女子柔道体重別選手権大会第３５回 東海学生女子柔道体重別選手権大会

大同大学 　５月　６日（日） １０：００ ＡＧＵスポーツセンター ○○○○ ３－２３－２３－２３－２

岐阜経済大学 　５月１２日（土） 第二試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター

愛知学院大学 　５月１３日（日） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター

中京大学 　５月１９日（土） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター

愛知大学 　５月２０日（日） １０：００ ＡＧＵスポーツセンター

愛知学泉大学 　４月　７日（土） １０：００ 中部大学 体育館 ○○○○ ３５－２２３５－２２３５－２２３５－２２

岐阜大学 　４月　８日（日） １０：００ 大同大学 体育館 ○○○○ ２８－２１２８－２１２８－２１２８－２１

朝日大学 　４月２１日（土） １２：４０ 中部大学 体育館 ○○○○ ２４－２３２４－２３２４－２３２４－２３

愛知教育大学 　４月２８日（土） １０：００ 中部大学 体育館 ○○○○ ２７－２４２７－２４２７－２４２７－２４

岐阜聖徳大学 　５月　３日（木） １０：００ 名古屋市 体育館 ○○○○ ２９－１４２９－１４２９－１４２９－１４

愛知大学 　５月　５日（土） １４：００ 名古屋市 体育館 ○○○○ ２１－２０２１－２０２１－２０２１－２０

中部大学 　５月１２日（土） １２：４０ 中部大学 体育館

中京大学 　５月１９日（土） １４：００ 大同大学 体育館

大同大学 　５月２６日（土） １６：２０ ウイングアリーナ刈谷

ラグビー部ラグビー部ラグビー部ラグビー部

○ 名城大　２６－１９　名経大

○ 名城大　３３－　０　日福大

○ 名城大　３８－１０　名学大

● 名城大　１７－６０　朝日大

　４月　８日（日） １１：００ 愛知学院大学グラウンド

結果結果結果結果

東海学園大学

開催日時開催日時開催日時開催日時

　６月２３日（土）

〜

　６月２４日（日）

１０：００

平成 ３０ 年度　上期　特別強化・ 強化クラブ　公式戦 試合日程および結果一覧平成 ３０ 年度　上期　特別強化・ 強化クラブ　公式戦 試合日程および結果一覧平成 ３０ 年度　上期　特別強化・ 強化クラブ　公式戦 試合日程および結果一覧平成 ３０ 年度　上期　特別強化・ 強化クラブ　公式戦 試合日程および結果一覧

中部大学

愛知大学

柔道部柔道部柔道部柔道部

中京大学

東京都 日本武道館

硬式野球部硬式野球部硬式野球部硬式野球部

愛知県 武道館

愛知学院大学

平成３０年度 愛知大学野球春季リーグ戦　【Ⅰ部】平成３０年度 愛知大学野球春季リーグ戦　【Ⅰ部】平成３０年度 愛知大学野球春季リーグ戦　【Ⅰ部】平成３０年度 愛知大学野球春季リーグ戦　【Ⅰ部】

　　　　１．　中京大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　３ ≫１．　中京大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　３ ≫１．　中京大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　３ ≫１．　中京大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　３ ≫

　　　　２．　名城大　　　７勝３敗０分　≪ 勝点　３ ≫２．　名城大　　　７勝３敗０分　≪ 勝点　３ ≫２．　名城大　　　７勝３敗０分　≪ 勝点　３ ≫２．　名城大　　　７勝３敗０分　≪ 勝点　３ ≫

　　　　３．　中部大　　　５勝３敗０分　≪ 勝点　２ ≫３．　中部大　　　５勝３敗０分　≪ 勝点　２ ≫３．　中部大　　　５勝３敗０分　≪ 勝点　２ ≫３．　中部大　　　５勝３敗０分　≪ 勝点　２ ≫

　　　　４．　愛知大　　　５勝５敗０分　≪ 勝点　２ ≫４．　愛知大　　　５勝５敗０分　≪ 勝点　２ ≫４．　愛知大　　　５勝５敗０分　≪ 勝点　２ ≫４．　愛知大　　　５勝５敗０分　≪ 勝点　２ ≫

　　　　５．　愛院大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫５．　愛院大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫５．　愛院大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫５．　愛院大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫

　５．　東園大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫　５．　東園大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫　５．　東園大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫　５．　東園大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　０ ≫

　【 順位は、勝点・勝率による表記 】　【 順位は、勝点・勝率による表記 】　【 順位は、勝点・勝率による表記 】　【 順位は、勝点・勝率による表記 】

　５月２０日（日）

６月　２日(土) １０：００

愛知県 武道館

愛知県 武道館

　７月　８日（日）

※　会場等内容に変更が生じた場合は、赤字にて修正させていただきます。※　会場等内容に変更が生じた場合は、赤字にて修正させていただきます。※　会場等内容に変更が生じた場合は、赤字にて修正させていただきます。※　会場等内容に変更が生じた場合は、赤字にて修正させていただきます。

準優勝(１９チーム)準優勝(１９チーム)準優勝(１９チーム)準優勝(１９チーム)

ハンドボール部ハンドボール部ハンドボール部ハンドボール部

平成３０年度 東海学生ハンドボール 春季リーグ戦　【Ⅰ部】平成３０年度 東海学生ハンドボール 春季リーグ戦　【Ⅰ部】平成３０年度 東海学生ハンドボール 春季リーグ戦　【Ⅰ部】平成３０年度 東海学生ハンドボール 春季リーグ戦　【Ⅰ部】

　　　　１．　名城大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫１．　名城大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫１．　名城大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫１．　名城大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫

　１．　大同大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫　１．　大同大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫　１．　大同大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫　１．　大同大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫

　１．　中部大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫　１．　中部大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫　１．　中部大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫　１．　中部大　　　６勝０敗０分　≪ 勝点　１２ ≫

　４．　中京大　　　３勝２敗１分　≪ 勝点　　７ ≫　４．　中京大　　　３勝２敗１分　≪ 勝点　　７ ≫　４．　中京大　　　３勝２敗１分　≪ 勝点　　７ ≫　４．　中京大　　　３勝２敗１分　≪ 勝点　　７ ≫

　５．　朝日大　　　２勝３敗１分　≪ 勝点　　５ ≫　５．　朝日大　　　２勝３敗１分　≪ 勝点　　５ ≫　５．　朝日大　　　２勝３敗１分　≪ 勝点　　５ ≫　５．　朝日大　　　２勝３敗１分　≪ 勝点　　５ ≫

　６．　愛知大　　　２勝４敗０分　≪ 勝点　　４ ≫　６．　愛知大　　　２勝４敗０分　≪ 勝点　　４ ≫　６．　愛知大　　　２勝４敗０分　≪ 勝点　　４ ≫　６．　愛知大　　　２勝４敗０分　≪ 勝点　　４ ≫

　６．　愛教大　　　１勝３敗２分　≪ 勝点　　４ ≫　６．　愛教大　　　１勝３敗２分　≪ 勝点　　４ ≫　６．　愛教大　　　１勝３敗２分　≪ 勝点　　４ ≫　６．　愛教大　　　１勝３敗２分　≪ 勝点　　４ ≫

　８．　岐聖大　　　１勝４敗１分　≪ 勝点　　３ ≫　８．　岐聖大　　　１勝４敗１分　≪ 勝点　　３ ≫　８．　岐聖大　　　１勝４敗１分　≪ 勝点　　３ ≫　８．　岐聖大　　　１勝４敗１分　≪ 勝点　　３ ≫

　９．　岐阜大　　　０勝５敗１分　≪ 勝点　　１ ≫　９．　岐阜大　　　０勝５敗１分　≪ 勝点　　１ ≫　９．　岐阜大　　　０勝５敗１分　≪ 勝点　　１ ≫　９．　岐阜大　　　０勝５敗１分　≪ 勝点　　１ ≫

１０．　学泉大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　　０ ≫１０．　学泉大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　　０ ≫１０．　学泉大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　　０ ≫１０．　学泉大　　　０勝６敗０分　≪ 勝点　　０ ≫

愛知県 武道館１０：００

バレーボール部バレーボール部バレーボール部バレーボール部

平成３０年度 第１４５回平成３０年度 第１４５回平成３０年度 第１４５回平成３０年度 第１４５回

東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会　【男子１部A】東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会　【男子１部A】東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会　【男子１部A】東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会　【男子１部A】

【 １勝０敗　勝点２ 】【 １勝０敗　勝点２ 】【 １勝０敗　勝点２ 】【 １勝０敗　勝点２ 】

１０：００　８月２６日（日）


