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クラブ名 大　会　名 対戦相手 会場

　４月　３日（土） １３：００
愛知学院大学からの

〇 不戦勝

　４月　４日（日） １０：００
試合辞退申し入れにより

○ 不戦勝

　４月１０日（土） １０：００ パロマ瑞穂 野球場 ● ４－７

　４月１１日（日） １３：００ パロマ瑞穂 野球場 〇 ６－３

  ４月１２日（月） １０：００ パロマ瑞穂 野球場 〇 ７－５

　４月２４日（土） １３：００ 熱田愛知時計１２０スタジアム 〇 ２－１

　４月２５日（日） １０：００ 熱田愛知時計１２０スタジアム 〇 ９－５

　５月　１日（土） １０：００ 熱田愛知時計１２０スタジアム 〇 ６－２

　５月　２日（日） １３：００ 熱田愛知時計１２０スタジアム 〇 ３－２

　５月１５日（土） １０：００ パロマ瑞穂 野球場

　５月１６日（日） １３：００ パロマ瑞穂 野球場

　５月１７日（日） 予備日 春日井球場

第７０回 全日本大学野球選手権記念大会 未定
【 東京都 】
東京ドーム ・ 明治神宮 野球場

女子駅伝部

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部

第６７回 東海学生柔道夏季優勝大会

第２７回 東海学生女子柔道優勝大会

２０２１年度 全日本学生柔道優勝大会

２０２１年度 全日本学生女子柔道優勝大会

第５３回 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東海予選

第２４回 全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会　東海予選

第３９回 東海学生柔道体重別選手権大会

第３７回 東海学生女子柔道体重別選手権大会

愛知大学 　４月１８日（日） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター 〇 ３－２

中京大学 　４月２４日（土） １２：００ ＡＧＵスポーツセンター ● ０－３

岐阜協立大学 　４月２５日（日） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター ● １－３

愛知学院大学 　５月　８日（土） １１：００ ＡＧＵスポーツセンター ● ２－３

朝日大学 　５月　９日（日） １１：００ ＡＧＵスポーツセンター

【 調整中 】 　５月１５日（土） 【 調整中 】 ＡＧＵスポーツセンター

【 調整中 】 　５月１６日（日） 【 調整中 】 ＡＧＵスポーツセンター

三重大学 　４月２４日（土） １８：３０
三重大学からの
試合辞退申し入れにより 〇 不戦勝

愛知大学 　５月　２日（日）  ９：３０ 中部大学 体育館 〇 ２８－２１

岐阜大学 　５月　９日（日）  ９：３０ 岐阜大学 体育館

岐阜聖徳大学 　５月１５日（土） １４：００ 大同大学 体育館

朝日大学 　５月１６日（日） 　９：３０ 中部大学 体育館

愛知教育大学 　５月２２日（土） １４：００ 中部大学 体育館

中京大学 　５月２３日（日） １４：００ 中部大学 体育館

大同大学 　５月２９日（土） 　９：３０ 中部大学 体育館

中部大学 　５月３０日（日） １６：４５ 中部大学 体育館

ラグビー部 ２０２１年度 第２８回 東海学生セブンズ

【 プール戦 】
○ 名城大　３６－１７　愛教大
● 名城大　　７－４５　中京大
【 プレート・トーナメント 】
○ 名城大　４８－１４　東学大
〇 名城大　３８－１７　中部大

　４月　４日（日） １１：００ 愛知学院大学グラウンド

諸般の事情により延期

諸般の事情により延期

※　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負（2位）
【プレート・トーナメント】
２勝０敗（優勝）

ハンドボール部

 【試合観戦 ：
 連盟ＨＰを参照下さい】

２０２１年度 第１５１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 】

【 第一試合： （土曜日12:00） （日曜日11:00） 】

２０２１年度 東海学生ハンドボール 春季リーグ戦　【Ⅰ部】

【 ２勝０敗０分 】【 勝点　４ 】

バレーボール部

 【試合観戦 ：
 連盟ＨＰを参照下さい】

 ７月１１日（日）

諸般の事情により延期

愛知県 武道館

諸般の事情により延期

愛知県 武道館

会場未定 （東京都内）

愛知県 武道館

２０２１ 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

愛知工業大学

東海学園大学

柔道部

 【試合観戦 ：
 連盟ＨＰを参照下さい】

２０２１年度 愛知大学野球春季リーグ戦　【Ⅰ部】

１． 名城大【 ８勝１敗０分 】【 勝点　４ 】
     【 春季リーグ １５年ぶり５度目の優勝 】

２． 中部大【 ６勝５敗０分 】【 勝点　２ 】
３． 東学大【 ５勝６敗１分 】【 勝点　２ 】
４． 愛院大【 ４勝５敗０分 】【 勝点　２ 】
５． 中京大【 ４勝７敗０分 】【 勝点　１ 】
６． 愛工大【 ３勝６敗１分 】【 勝点　１ 】

【 順位は、勝点・勝率により表記 】　　　２０２１．５．９　現在

　８月２９日（日）

開催日時

硬式野球部

 【試合観戦 ：
 連盟ＨＰを参照下さい】

   ６/７(月) ～ ６/１３(日)

中京大学

結果

　５月２２日（土）

愛知学院大学

中部大学

　６月２６日（土）
〜

　６月２７日（日）


