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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 5日（土） 13：30 瑞穂球場 ○○○○ 10-010-010-010-0

4月 6日（日） 10：00 瑞穂球場 ○○○○ 5-45-45-45-4

4月 7日（月） 予備日 瑞穂球場 ---- ----

4月12日（土） 13：00 瑞穂球場 ●●●● 7-97-97-97-9

4月13日（日） 10：00 瑞穂球場 ●●●● 2-32-32-32-3

4月14日（月） 予備日 瑞穂球場 ---- ----

4月26日（土） 13：00 豊田球場 ○○○○ 11-911-911-911-9

4月27日（日） 10：00 春日井球場 ●●●● 3-83-83-83-8

4月28日（月） 予備日 瑞穂球場 ○○○○ 4-34-34-34-3

5月 3日（土） 10：00 豊田球場 ●●●● 1-31-31-31-3

5月 4日（日） 13：00 豊田球場 ○○○○ 4-34-34-34-3

5月 5日（月） 予備日 豊田球場 ○○○○ 2-02-02-02-0

5月17日（土） 10：00 日進グラウンド ●●●● 5-85-85-85-8

5月18日（日） 13：00 瑞穂球場 ●●●● 6-76-76-76-7

5月19日（月） 予備日 春日井球場 ---- ----

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６１回東海学生夏季優勝大会第６１回東海学生夏季優勝大会第６１回東海学生夏季優勝大会第６１回東海学生夏季優勝大会 5月18日（日） 愛知県武道館
１１チーム中１１チーム中１１チーム中１１チーム中

３位３位３位３位

第２１回東海学生女子優勝大会第２１回東海学生女子優勝大会第２１回東海学生女子優勝大会第２１回東海学生女子優勝大会 5月18日（日） 愛知県武道館
８チーム中８チーム中８チーム中８チーム中

準優勝準優勝準優勝準優勝

第６３回全日本学生柔道優勝大会第６３回全日本学生柔道優勝大会第６３回全日本学生柔道優勝大会第６３回全日本学生柔道優勝大会 6月28日（土） 日本武道館
６２チーム中６２チーム中６２チーム中６２チーム中

一回戦 敗退一回戦 敗退一回戦 敗退一回戦 敗退

第２３回全日本学生女子柔道優勝大会 （３人制）第２３回全日本学生女子柔道優勝大会 （３人制）第２３回全日本学生女子柔道優勝大会 （３人制）第２３回全日本学生女子柔道優勝大会 （３人制） 6月28日（土） 日本武道館
２８チーム中２８チーム中２８チーム中２８チーム中

３回戦 敗退３回戦 敗退３回戦 敗退３回戦 敗退

第４６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４６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４６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４６回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東海地区予選 7月13日（日） 静岡県武道館

第１７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１７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１７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１７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 7月13日（日） 静岡県武道館

第３３回東海学生柔道体重別選手権大会第３３回東海学生柔道体重別選手権大会第３３回東海学生柔道体重別選手権大会第３３回東海学生柔道体重別選手権大会 8月31日（日） 愛知県武道館

第３１回東海学生女子柔道体重別選手権大会第３１回東海学生女子柔道体重別選手権大会第３１回東海学生女子柔道体重別選手権大会第３１回東海学生女子柔道体重別選手権大会 8月31日（日） 愛知県武道館

愛知大学 4月19日（土） １試合目 ＡＧＵスポーツセンター ○○○○ 3-13-13-13-1

静岡産業大学藤枝校舎 4月20日（日） １試合目 ＡＧＵスポーツセンター ○○○○ 3-03-03-03-0

岐阜経済大学 4月26日（土） ２試合目 ＡＧＵスポーツセンター ○○○○ 3-13-13-13-1

愛知教育大学 4月27日（日） ２試合目 ＡＧＵスポーツセンター ○○○○ 3-03-03-03-0

愛知学院大学 5月 4日（日） １試合目 ＡＧＵスポーツセンター ●●●● 1-31-31-31-3

中京大学 5月10日（土） １試合目 ＡＧＵスポーツセンター ○○○○ 3-13-13-13-1

朝日大学 5月11日（日） １試合目 ＡＧＵスポーツセンター ○○○○ 3-13-13-13-1

中部大学 4月 6日（日） 12：40 岐阜メモリアルセンター ●●●● 27-3427-3427-3427-34

岐阜大学 4月12日（土） 12：40 ヒマラヤアリーナ ○○○○ 28-1728-1728-1728-17

愛知学院大学 4月19日（土） 10：00 枇杷島スポーツセンター ○○○○ 31-1531-1531-1531-15

中京大学 4月27日（日） 10：00 大同大学体育館 ○○○○ 25-2225-2225-2225-22

朝日大学 5月 3日（土） 10：00 名古屋市体育館 ○○○○ 29-2329-2329-2329-23

大同大学 5月 4日（日） 10：00 ウイングアリーナ ●●●● 19-2419-2419-2419-24

名古屋大学 5月11日（日） 14：00 岐阜大学体育館 ○○○○ 28-2028-2028-2028-20

岐阜聖徳学園大学 5月17日（土） 10：00 各務原市総合体育館 ○○○○ 20-1920-1920-1920-19

愛知大学 5月18日（日） 10：00 中部大学体育館 ○○○○ 39-1739-1739-1739-17

ラグビー部ラグビー部ラグビー部ラグビー部 ２０１４年度 東海学生ラグビー　７人制大会　２０１４年度 東海学生ラグビー　７人制大会　２０１４年度 東海学生ラグビー　７人制大会　２０１４年度 東海学生ラグビー　７人制大会　 4月 6日（日） 10：00 愛知学院大学グラウンド

平成２６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２６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２６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２６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

日本福祉大学

柔道部柔道部柔道部柔道部

中京大学

開催日時開催日時開催日時開催日時 結果結果結果結果

硬式野球部硬式野球部硬式野球部硬式野球部

平成２６年度 愛知大学野球春季リーグ戦平成２６年度 愛知大学野球春季リーグ戦平成２６年度 愛知大学野球春季リーグ戦平成２６年度 愛知大学野球春季リーグ戦

最終順位最終順位最終順位最終順位

【 ６勝　６敗 】【 ６勝　６敗 】【 ６勝　６敗 】【 ６勝　６敗 】

【  勝点　３  】　Ⅰ部６チーム中３位【  勝点　３  】　Ⅰ部６チーム中３位【  勝点　３  】　Ⅰ部６チーム中３位【  勝点　３  】　Ⅰ部６チーム中３位

愛知大学

愛知学院大学

※　オープン戦 ・ 定期戦につきましては、各クラブＨＰ等にてご確認ください。※　オープン戦 ・ 定期戦につきましては、各クラブＨＰ等にてご確認ください。※　オープン戦 ・ 定期戦につきましては、各クラブＨＰ等にてご確認ください。※　オープン戦 ・ 定期戦につきましては、各クラブＨＰ等にてご確認ください。

16チーム中　4位16チーム中　4位16チーム中　4位16チーム中　4位

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２６年度 東海学生ハンドボール春季リーグ戦平成２６年度 東海学生ハンドボール春季リーグ戦平成２６年度 東海学生ハンドボール春季リーグ戦平成２６年度 東海学生ハンドボール春季リーグ戦

最終順位最終順位最終順位最終順位

【 ７勝　２敗 】　　１０チーム中３位【 ７勝　２敗 】　　１０チーム中３位【 ７勝　２敗 】　　１０チーム中３位【 ７勝　２敗 】　　１０チーム中３位

平成２６年度 第１３７回東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会平成２６年度 第１３７回東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会平成２６年度 第１３７回東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会平成２６年度 第１３７回東海大学男女バレーボールリーグ戦　春季大会

最終順位最終順位最終順位最終順位

【 ６勝　１敗 】　　　８チーム中２位【 ６勝　１敗 】　　　８チーム中２位【 ６勝　１敗 】　　　８チーム中２位【 ６勝　１敗 】　　　８チーム中２位

※（１～３位は勝敗が同一のためセット率による）※（１～３位は勝敗が同一のためセット率による）※（１～３位は勝敗が同一のためセット率による）※（１～３位は勝敗が同一のためセット率による）

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

６６kg級　( 法１ 田邊 航平 )６６kg級　( 法１ 田邊 航平 )６６kg級　( 法１ 田邊 航平 )６６kg級　( 法１ 田邊 航平 )

　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　４人中 ３位４人中 ３位４人中 ３位４人中 ３位

出場者なし出場者なし出場者なし出場者なし


