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クラブ名 大　会　名 対戦相手 会場

 9月 8日(土） 13：00 パロマ 瑞穂野球場 ○ ２－１

 9月 9日(日） 10：00 パロマ 瑞穂野球場 ○ ５－２

 9月16日(日） 10：00 豊田市運動公園 野球場 ○ ８－２

9月17日(月) 13：00 豊田市運動公園 野球場 ○ ９－５

 9月22日(土） 13：00 名城大学 日進野球場 ● ３－４

 9月23日(日） 10：00 名城大学 日進野球場 ○ ２－１

 9月24日(月） 13：00 春日井市民球場 ○ ２－１

10月 6日（土） 10：00 豊田市運動公園 野球場 ● １－５

10月 7日（日） 13：00 豊田市運動公園 野球場 ● ２－７

10月13日（土） 10：00 パロマ 瑞穂野球場 ○ ５－２

10月14日（日） 13：00 パロマ 瑞穂野球場 ○ ３－１

中部学院大学 10月27日（土） 10：00 浜松球場（静岡県 浜松市）

【決勝戦】
福井工大 VS 皇学館大の勝者 10月28日（日） 10：00 浜松球場（静岡県 浜松市）

第36回 全日本大学女子駅伝対校選手権大会　【日本テレビ系列放送】 10月28日（日） 宮城県仙台市

第12回 東海学生女子駅伝対校選手権大会 12月 9日（日） 愛知県( 知多半島半周：５区間 )

2018 全日本大学女子選抜駅伝競走　 【フジＴＶ系列放送】 12月30日（日） 10：00 静岡県 富士市 ・ 富士宮市

愛知大学 9月 2日（日） 14：00 四日市ドーム ○ ４１－１４

名古屋工業大学 9月16日(日） 13：30 東員町スポーツ公園陸上競技場 ○ ５８－　０

中京大学 10月21日（日） 10：30 名古屋学院大学 瀬戸Cグラウンド ○ ５４－１４

南山大学 10月13日（土） 13：00 名城大学 第一グラウンド ○ ８７－　０

名古屋大学 10月27日（土） 13：00 パロマ瑞穂ラグビー場

第37回 全日本学生柔道 男子体重別選手権大会

第34回 全日本学生柔道 女子体重別選手権大会

第55回 愛知県学生柔道新人優勝大会 10月  8日（月） 10:00 愛知県武道館

平成３０年度 【男子２０回】全日本学生柔道体重別団体優勝大会 10/20(土) ・ 21(日) 尼崎ベイコム総合体育館

講道館杯 全日本体重別選手権大会 11/3(土) ・ 4(日) 千葉ポートアリーナ

愛知大学 9月16日（日） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター ○ ３－１

大同大学 9月22日（土） 12：00 ＡＧＵスポーツセンター ○ ３－０

朝日大学 9月23日（日） 11：00 ＡＧＵスポーツセンター ○ ３－０

愛知産業大学 9月29日（土） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター ○ ３－０

愛知学院大学 9月30日（日） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター ● １－３

中京大学 10月13日（土） 第一試合終了後 ＡＧＵスポーツセンター ● ０－３

岐阜経済大学 10月14日（日） 11：00 ＡＧＵスポーツセンター ● １－３

第７１回 秩父宮賜杯 全日本バレーボール大学男子選手権大会 未定 11/26（月）～12/ 2（日） 未定 大田区総合体育館 他 (東京都)

朝日大学  9月 1日（土） 10：00 大同特殊鋼 体育館 ○ ２７－１９

愛知教育大学  9月 2日（日） 14：00 大同大学 体育館 ○ ２５－２０

南山大学  9月 8日（土） 12：40 中部大学 体育館 ○ ３２－１９

中京大学  9月 9日（日） 10：00 大同大学 体育館 ○ ２６－１９

岐阜聖徳大学  9月22日（土） 14：00 中京大学 体育館 ○ ３４－１９

岐阜大学  9月23日（日） 14：00 中京大学 体育館 ○ ２７－１７

中部大学  9月29日（土） 16：00 静岡県 草薙 体育館 ● ２２－２３

大同大学 10月 6日（土） 10：00 大同大学 体育館 ○ ２５－１３

愛知大学 10月 7日（日） 11：20 中部大学 体育館 ○ ２０－１８

【１回戦】　立教大学 11月10日（土） 14：15 金岡公園体育館（大阪府 堺市）

【２回戦】
筑波大 VS 名桜大の勝者

11月11日（日） 13：00
丸善インテック
アリーナ大阪（大阪府 港区）

愛知学院大学 9月16日(日) 12：00 名城大学 日進グラウンド ● ４０－４２

名古屋学院大学  9月23日(日） 12：00 名城大学 日進グラウンド ○ ５６－３５

日本福祉大学 10月 7日（日） 12：00 名城大学 日進グラウンド ○ ６６－１７

中部大学 10月14日（日） 14：00 長良川球技メドウ（岐阜市） ● ３８－４３

中京大学 10月21日（日） 12：00 パロマ 瑞穂ラグビー場 ○ ２７－２６

朝日大学 10月28日（日） 12：00 パロマ 瑞穂ラグビー場

愛知工業大学 11月 4日（日） 12：00 パロマ 瑞穂ラグビー場

9/29(土) ・ 30(日) 日本武道館

男子：（各１名出場）
100kg・81kg・66kg　（一回戦 敗退）
100kg超　(二回戦 敗退)

女子：（各１名出場）
 78kg・57kg　（一回戦 敗退）
 48kg　（二回戦 敗退）

男子団体：　２位 【 ５チーム中 】

男子団体：　　【 ５３大学出場 】
                 （ 一回戦敗退 ）

女子駅伝部

硬式野球部

愛知大学

平成３０年度 東海学生ハンドボール 秋季リーグ戦　１部

　【  最終順位　２位  】

　１．中部大　　【 ８勝０敗１分 】【 勝点　１７ 】
　２．名城大　　【 ８勝１敗０分 】【 勝点　１６ 】
　３．大同大　　【 ７勝２敗０分 】【 勝点　１４ 】
　４．朝日大　　【 ６勝３敗０分 】【 勝点　１２ 】
　５．中京大　　【 ５勝４敗０分 】【 勝点　１０ 】
　６．愛知大　　【 ４勝４敗１分 】【 勝点　　９ 】
　７．愛教大　　【 ３勝６敗０分 】【 勝点　　６ 】
　８．岐阜大　　【 ２勝７敗０分 】【 勝点　　４ 】
　９．南山大　　【 ０勝８敗１分 】【 勝点　　１ 】
１０．岐聖大　　【 ０勝８敗１分 】【 勝点　　１ 】
　
【 順位は、勝点による表記。９、１０位は得失点差による 】

中京大学

平成３０年度 愛知大学野球 秋季リーグ戦　　Ⅰ部

　【  最終順位　優勝  】　２５季ぶり１０度目

　１．名城大　　【 ８勝３敗０分 】【 勝点　４ 】
　２．中京大　　【 ７勝４敗０分 】【 勝点　３ 】
　３．東学大　　【 ７勝６敗０分 】【 勝点　３ 】
　４．中部大　　【 ６勝７敗０分 】【 勝点　２ 】
　５．愛学大　　【 ５勝７敗０分 】【 勝点　２ 】
　６．愛知大　　【 ３勝９敗０分 】【 勝点　１ 】
　

【 順位は、勝点・勝率による表記 】

平成30年度 第146回
東海大学男女バレーボールリーグ戦 秋季大会　　１部

　【  最終順位　４位  】

　１．岐経大　　【 ７勝０敗 】【 勝点　１４ 】
　２．愛学大　　【 ６勝１敗 】【 勝点　１３ 】
　３．中京大　　【 ５勝２敗 】【 勝点　１２ 】
　４．名城大　　【 ４勝３敗 】【 勝点　１１ 】
　５．大同大　　【 ３勝４敗 】【 勝点　１０ 】
　６．愛知大　　【 ２勝５敗 】【 勝点　　９ 】
　７．朝日大　　【 １勝６敗 】【 勝点　　８ 】
　８．愛産大　　【 ０勝７敗 】【 勝点　　７ 】

平成３０年度(第１４回) 東海・北陸・愛知 三連盟王座決定戦
兼　第４９回 明治神宮野球大会代表決定戦

※　その他詳細は、各クラブＨＰ等にてご確認ください。

ラグビー部

ハンドボール部

バレーボール部

２０１８年度　東海学生アメリカンフットボール リーグ戦　　１部

　１．名古屋大 【 ４勝０敗０分 】【 勝点　１２ 】
　１．名城大　　【 ４勝０敗０分 】【 勝点　１２ 】
　３．中京大　　【 ２勝２敗０分 】【 勝点　　６ 】
　４．名工大　　【 １勝３敗０分 】【 勝点　　３ 】
　４．愛知大　　【 １勝３敗０分 】【 勝点　　３ 】
　６．南山大　　【 ０勝４敗０分 】【 勝点　　０ 】

２０１８年度 東海学生ラグビーリーグ戦　（Ａリーグ）

　１．朝日大　　【 ５勝０敗０分 】
　２．中京大　　【 ４勝１敗０分 】
　３．中部大　　【 ３勝２敗０分 】
　３．名城大　　【 ３勝２敗０分 】
　５．名学大　　【 ２勝３敗０分 】
　５．愛学大　　【 ２勝３敗０分 】
　７．愛工大　　【 １勝４敗０分 】
　８．日福大　　【 ０勝５敗０分 】

柔道部

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部

平成３０年度 高松宮記念杯
男子６１回 全日本学生ハンドボール選手権大会

平成３０年度　下期　特別強化・ 強化クラブ　公式戦 試合日程および結果一覧

開催日時 結果

中部大学

愛知学院大学

東海学園大学
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