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クラブ名 大　会　名 対戦相手 会場

　４月　９日（土） １５：００ パロマ瑞穂 野球場 〇 １０－　１

　４月１０日（日） １２：００ パロマ瑞穂 野球場 〇 　６－　３

　４月２３日（土） 　９：００ 熱田愛知時計１２０スタジアム 〇 １８－　５

　４月２４日（日） １０：００ 愛知工業大学 野球場 〇 １２－　０

　４月３０日（土） 　９：００ パロマ瑞穂 野球場 〇 　８－　２

　５月　２日（月） 　９：００ パロマ瑞穂 野球場 △ 　６－　６

　５月　７日（土） １２：００ 豊田市運動公園 野球場 ● 　１－　５

　５月　８日（日） １５：００ 明治神宮野球場 〇 １０－　１

　５月１４日（土） １２：００ パロマ瑞穂 野球場 〇 　６－　４

　５月１５日（日） １５：００ パロマ瑞穂 野球場 〇 　４－　３

　５月２１日（土） １３：００
愛知産業大学からの

〇 不戦勝

　５月２２日（日） １５：００
試合辞退の申し入れにより

〇 不戦勝

【一回戦】 天理大学 　６月　７日（火） １１：３０ 東京ドーム 〇 　３－　１

【二回戦】 近畿大工学部 　６月　８日（水） １４：００ 東京ドーム 〇 　１－　０

【準々決勝】 亜細亜大学 　６月　９日（木） １６：３０ 明治神宮野球場 ● 　３－　６

女子駅伝部

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部

第６９回 東海学生柔道夏季優勝大会

第２９回 東海学生女子柔道夏季優勝大会

２０２２年度 第７１回 全日本学生柔道優勝大会 １回戦　桐蔭横浜大学 日本武道館

２０２２年度 第３１回 全日本学生女子柔道優勝大会 １回戦　芦屋大学 日本武道館

第４１回 東海学生柔道体重別選手権大会

第３９回 東海学生女子柔道体重別選手権大会

愛知大学 　４月２３日（土） １２：００ ＡＧＵスポーツセンター ● ０－３

愛知学院大学 　４月２４日（日） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター ● ２－３

中部学院大学 　４月３０日（土） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター 〇 ３－０

朝日大学 　５月　８日（日） １１：００ ＡＧＵスポーツセンター ● ２－３

大同大学 　５月２１日（土） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター 〇 ３－０

至学館大学 　５月２２日（日） １１：００ ＡＧＵスポーツセンター 〇 ３－０

(予選リーグ)

関西福祉大学 ６月３０日（木） 広島県立総合体育館(メインアリーナ) 〇 ２－０

(決勝トーナメント ２回戦)

九州共立大学 ７月　１日（金） 広島県立総合体育館(メインアリーナ) 〇 ２－１

(決勝トーナメント ３回戦)

岐阜協立大学 ７月　２日（土） 広島県立総合体育館(メインアリーナ) ● ０－３

三重大学 　４月１６日（土） １５：３０ 露橋スポーツセンター 〇 ５１－１４

愛知大学 　４月１７日（日） １４：３０ 中部大学 体育館 〇 ３２－２２

岐阜大学 　４月２３日（土） １４：３０ 中京大学 体育館 〇 ３９－１５

岐阜聖徳学園大学 　４月２４日（日） １７：００ 大同大学 体育館 〇 ３４－２５

朝日大学 　４月３０日（土） １７：００ 中部大学 体育館 〇 ３４－２５

愛知教育大学 　５月　１日（日） １４：３０ 中部大学 体育館 〇 ３９－２３

大同大学 　５月　７日（土） 　９：３０ 大同大学 体育館 ● ２８－３０

中京大学 　５月　８日（日） 　９：３０ 中部大学 体育館 〇 ３３－２５

中部大学 　５月１５日（日） １７：００ 中部大学 体育館 ● ２８－３３

第６１回 西日本学生ハンドボール選手権大会 未定 山口県・周南市

ラグビー部 ２０２２年度 第２９回 東海学生セブンズ

【 プール戦 】
○ 名城大　１９－１０　愛学大
● 名城大　　５－２９　金学大
【 プレート・トーナメント 】
○ 名城大　５５－　７　東学大
● 名城大　１２－２９　中部大

　４月　３日（日） １１：００ 愛知学院大学グラウンド

８／１０（水） ～ ８／１４（日）

２０２２年度 第１５３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 】

  【 １勝３敗 】【 勝点　５ 】

２０２２年度 東海学生ハンドボール 春季リーグ戦　【Ⅰ部】

  ≪ 最終順位 ： Ⅰ部 １０チーム中 　３位 ≫

　１．　大同大　８勝１敗０分　【 勝点　１６ 】
　２．　中部大　８勝１敗０分　【 勝点　１６ 】
　３．　名城大　７勝２敗０分　【 勝点　１４ 】
　４．　中京大　７勝２敗０分　【 勝点　１４ 】
　５．　岐聖大　３勝４敗２分　【 勝点　　８ 】
　６．　愛知大　３勝５敗１分　【 勝点　　７ 】
　７．　愛教大　３勝５敗１分　【 勝点　　７ 】
　８．　朝日大　３勝６敗０分　【 勝点　　６ 】
　９．　岐阜大　１勝８敗０分　【 勝点　　２ 】
１０．　三重大　０勝９敗０分　【 勝点　　０ 】

　【 順位は勝点・当該チーム間の対戦結果による表記 】

結果

１０：００
【 団体 】(３人制)
≪　７大学中　３位　≫

愛知県 武道館

愛知県 武道館

※　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。

【プール戦】
１勝１敗（２位）
【プレート・トーナメント】
１勝１敗（２位）

ハンドボール部

 【試合観戦 ：
 連盟ＨＰを参照下さい】

バレーボール部

 【試合観戦 ：原則無観客
  連盟ＨＰを参照下さい】

硬式野球部

愛知学院大学

東海学園大学

　５月２１日（土）

２０２２年度 愛知大学野球春季リーグ戦　【Ⅰ部】

　１．　名城大１０勝１敗１分　【 P.３１ 】
　≪ 春季リーグ ２年連続 ６度目の優勝 ≫

　２．　愛学大　７勝　４敗１分　【 P.２２ 】
　３．　愛工大　７勝　４敗１分　【 P.２２ 】
　４．　中部大　６勝　４敗２分　【 P.２０ 】
　５．　中京大　５勝　７敗０分　【 P.１５ 】
　６．　東学大　３勝　８敗１分　【 P.１０ 】
　７．　愛産大　１勝１１敗０分　【 P.　３ 】

 【２、３位は当該チーム間の勝率・総得失点率差の順で順位を決定 】

２０２２ 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

愛知工業大学

柔道部

 【試合観戦 ：
 連盟ＨＰを参照下さい】

開催日時

６／２５（土）－２６（日）

６／２５（土）

【 団体 】(７人制)
≪　９大学中　３位　≫

　８月２８日（日）

２０２２年度 第４８回 西日本バレーボール大学男子選手権大会

　≪ 最終順位 ： ５２大学出場　ベスト１６ ≫

２０２２年度 第１５３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 】 【 順位決定戦 】
　≪ 最終順位 ： Ⅰ部 ８チーム中　５位 ≫

中京大学

【 団体 】(３人制)
≪２３大学出場　１回戦 敗退≫

【 団体 】(７人制)
≪６２大学出場　１回戦 敗退≫

愛知産業大学

第７１回 全日本大学野球選手権大会

【 最終結果 ： ベスト８ (出場２７チーム中) 】


