令和4年度課外活動実績（5月度）
クラブ種別
特別強化指定クラブ

団体名
女子駅伝部

硬式庭球部

大会名等

場 所

日 程

第1回セイコーチャレンジ 中距離自己記録挑戦記録
会

5月1日（日）

＜結果＞ 一般女子・高校女子5000ｍ 予選2組 福永 愛佳 17分17秒29

第75回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会

5月3日（火）

＜結果＞ 高校生以上3000ｍ 決勝
長岡 あず
9分36秒36 1位／29人中（自己ベスト）
福永 愛佳
9分58秒04 4位／29人中
白井 かすみ 10分32秒36 10位／29人中

神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技
場

2022屋外 髙松UD記録会

5月14日（土）

＜結果＞ 5000m 福永 愛佳 17分12秒66 1位／13人中

谷島レクザムフィールド

第99回関西学生陸上競技対校選手権大会

5月25日（水）～28日（土）

＜結果＞女子5000ｍ決勝
長岡 あず 16分29秒88 2位／32人中
福永 愛佳 17分20秒07 20位／32人中
白井 かすみ 19分22秒48 32位／32人中

たけびしスタジアム京都

2022年度関西学生春季テニストーナメント大会（予選) 4/29（金）～5/1（日）、5/7（土） ＜男子ダブルス＞
1R ×松本・宮本 0-4、1-4 影山・大森（同大）〇
1R 〇押方・菅谷 5-4(5)、2-4、10-7 谷田・四宮（京大）×
1R 〇伊崎・甲斐 4-5(4)、5-3、10-5 市吉・伊藤（立命大）×
1R 〇宮崎・上岡 4-1、4-1 齋藤・有田（関大）×
2R ×押方・菅谷 3-5、2-4 森本・大田（龍大）×
2R 〇伊崎・甲斐 5-3、4-0 奥田・栗眞（龍大）×
2R 〇今西・小野 4-0、4-1 新井・上野（桃大）×
2R 〇宮崎・上岡 4-2、2-4、10-4 石井・仁部（関学大）×
2R 〇山﨑・家迫 4-0、4-1 平・溝川（仏大）×
2R 〇上田・佐藤 4-1、4-0 井谷・杉山（奈良大）×
3R ×伊崎・甲斐 1-4、1-4 坂本・河内（同大）〇
3R ×今西・小野 1-4、4-5(3) 増田・成瀬（神院大）〇
3R 〇宮崎・上岡 1-4、4-0、10-4 佐々木・中井（龍大）×
3R 〇山﨑・家迫 5-3、4-1 中島・串坂（大体大）×
3R 〇上田・佐藤 5-3、4-0 小川・岡本（大体大）×
F ×宮崎・上岡 1-4、2-4 大矢・山崎（同大）〇
F ×山﨑・家迫 2-4、1-4 安田・橋本（公立大）〇
F 〇上田・佐藤 4-2、5-3 中村・片山（関学大）×
＜ダブルス本戦出場者＞
合田 渚 ・堺 太志（健康システム学科4年・同学科3年）※予選免除
田中聖人・森下皓太（健康システム学科4年・同学科2年）※予選免除
上田航大・佐藤壮真（いずれも健康システム学科3年）
2022年度関西学生春季テニストーナメント大会（予選) 5/3（火）～5/5（木）

＜男子シングルス＞
1R ×宮本翔太 1-4、0-4 太田 武（神院大）〇
1R ×松本拓真 0-4、0-4 田中力斗（大院大）〇
1R ×甲斐嵩晟 1-4、0-4 長町 翼（同大）〇
1R ×本間新也 1-4、2-4 龍 博仁（公立大）〇
1R ×宮崎 夕 1-4、4-1、6-10 古谷友亮（立命大）〇
1R 〇菅谷瑠海 2-4、4-1、10-3 本多真也（大工大）×
1R 〇上岡波留 4-0、4-0 奥谷律夢（電通大）×
1R 〇押方竜基 4-0、4-1 北村章人（公立大）×
1R 〇上田航大 4-2、4-1 福田隆登（阪大）×
1R 〇家迫貢大 VS 伊藤慎吾（公立大）×
1R 〇小野隼征サムウェル 5-3、4-0 高木陵太（立命大）×
1R 〇合田 渚 4-1、4-1 青倉勇太（天理大）×
1R 〇伊崎逸斗 4-0、4-0 河村駿斗（大工大）×
1R 〇森下皓太 4-1、4-2 田村悠樹（神院大）×
1R 〇佐藤壮真 4-2、5-4(3) 福田拓海（成蹊大）×
1R 〇山﨑秀斗 4-0、4-0 黒木清志郎（神外大）×
2R ×菅谷瑠海 0-4、2-4 岡田星翔（大体大）〇
2R ×上岡波留 2-4、0-4 須佐優翔（関学大）〇
2R ×押方竜基 3-5、1-4 立石 圭（神院大）〇
2R 〇伊崎逸斗 4-1、4-0 高橋宗佑（神院大）×
2R 〇佐藤壮真 4-1、4-0 森花祥大（大経大）×
2R 〇今西流空 4-0、4-5(5)、10-4 大塚勝汰（近大）×
2R 〇小野隼征サムウェル 4-2、4-0 影山ヒカル（同大）×
2R 〇家迫貢大 5-3、1-4、10-7 松井渉（龍大）×
2R 〇上田航大 4-1、1-4、10-2 坂本壱竹（龍大）×
2R 〇森下皓太 4-1、4-2 片山雄太（龍大）×
2R 〇合田 渚 5-4(1)、4-0 成松考彦（大体大）×
2R 〇山﨑秀斗 4-2、2-4、10-6 伊藤右京（龍大）×

14位／19人中

立命館大学びわこ・くさつキャンパスクインス
スタジアム

各大学テニスコート

令和4年度課外活動実績（5月度）
クラブ種別
特別強化指定クラブ

団体名
硬式庭球部

大会名等

2022年度関西学生春季テニストーナメント（本戦

場 所

日 程

2022年度関西学生春季テニストーナメント大会（予選) 5/3（火）～5/5（木）

5月22日（日）～29日（日）

3R ×伊崎逸斗 2-4、0-4 小山祐輝（近大）〇
3R ×佐藤壮真 3-5、0-4 鈴木龍弥（同大）〇
3R 〇今西流空 4-1、4-1 石川清汰（神院大）×
3R 〇小野隼征サムウェル 5-4(4)、5-4(5) 影山ヒカル（同大）×
3R 〇家迫貢大 4-1、5-3 酒井秀剛（大産大）×
3R 〇上田航大 4-1、4-0 森井開（立命大）×
3R 〇森下皓太 4-2、2-4、10-6 コーゲン竜摩（同大）×
3R 〇合田 渚 4-0、4-1 水越嶺（大産大）×
3R 〇山﨑秀斗 4-2、5-4(5) 佐々木優（関国大）×
F ×今西流空 2-4、4-2、9-11 村上喬（関学大）〇
F ×小野隼征サムウェル 4-5(2)、1-4 林田竜馬（関学大）〇
F ×家迫貢大 0-4、2-4 羽山昂輝（立命大）〇
F ×上田航大 1-4、2-4 山崎浩平（同大）〇
F ×森下皓太 0-4、1-4 天野響（関大）〇
F ×合田 渚 1-4、0-4 本嶋風太（立命大）〇
F 〇山﨑秀斗 4-2、5-3 中村修太（関学大）×
＜シングルス本戦出場者＞
堺 太志（健康システム学科3年）※予選免除
田中聖人（健康システム学科4年）※予選免除
山﨑秀斗（健康システム学科3年）
＜男子シングルス＞
1R ○山﨑秀斗（兵大）6-3,6-4 三和遥人（同大）×
2R ×山﨑秀斗（兵大）5-7,2-6 河野甲斐（近大）○
2R ×田中聖人（兵大）0-6,3-6 蔡 旻修（近大）○
2R ×*家迫（兵大）0-6,1-6 金成練（近大）○
2R ×*今西流空（兵大）2-6,5-7 堤野竜司（関学大）○
2R ○*合田 渚（兵大）6-2,6-4 三木琢慈（立命大）×
2R ○堺 太志（兵大）6-2,6-1 羽山昂輝（立命大）×
3R ×合田 渚（兵大）3-6,1-6 新出悠月（近大）○
3R ○堺 太志（兵大）7-6(4),6-3 片山創（関学大）×
4R ○堺 太志（兵大）7-6(4),6-1 仲里翼（近大）×
QF ○堺 太志（兵大）6-2,6-0 河野甲斐（近大）×
SF ×堺 太志（兵大）0-6,3-6大植駿（関大）〇
*はラッキールーザーによる出場
・インカレ予選選考
1R ×山﨑秀斗（兵大）4-5(2),0-4 羽山昂輝（立命大）○
1R ○家迫貢大（兵大）2-4,4-0,10-8 柴倉一太（甲南大）×
1R ○今西流空（兵大）5-3,4-0 難波尚貴（龍大）×
1R ○田中聖人（兵大）4-2,4-1 柴田畝那（甲南大）×
2R ×家迫貢大（兵大） 3-5,2-4 開 清弥（大体大）〇
2R ×今西流空（兵大） 4-5(4),1-4 羽山昂輝（立命大）〇
2R ○田中聖人（兵大） 4-0,4-1 奥平 駿（甲南大）×
3R ○田中聖人（兵大） 4-2,4-0 須佐優翔（関学大）×
SF ○田中聖人（兵大） 5-3,4-5(6),11-9 寺西拓巳（関大）×
F ○田中聖人（兵大） 4-1,4-1 平石瑛（近大）×
田中聖人（健康システム学科4年） ※インカレ（予選）出場決定
【男子シングルス結果】
ベスト4
堺 太志（健康システム学科3年） ※インカレ（本戦）出場決定
ベスト32
合田渚（健康システム学科4年） ※インカレ（予選）出場決定
ベスト64
山﨑秀斗（健康システム学科3年）

5月22日（日）～29日（日

＜男子ダブルス＞
1R ○佐藤壮真・上田航大（兵大）6-3,7-5 開清弥・岡田星翔（大体大）×
2R ×佐藤壮真・上田航大（兵大）3-6,6-7(6) 図師奨之介・蔡 旻修（近大）○
2R ×山﨑秀斗・家迫（兵大）6-1,1-6,5-10井戸垣一志・天野響（関大）○
2R ○田中聖人・森下皓太（兵大）7-6(4),7-5 難波尚貴・杉本幹太（龍大）×
2R ○合田渚・堺太志（兵大）6-1,6-3 河野健司・川田瑞基（近大）×
3R ×田中聖人・森下皓太（兵大） 4-6,1-6 松田康希・大植 駿（関大）〇
3R ×合田渚・堺太志（兵大） 6-3,3-6,4-10 馬場亮汰・鈴木悠太（同大）〇
・インカレ予選選考
1R 〇佐藤壮真・上田航大（兵大）
1R 〇山﨑秀斗・家迫貢大（兵大）
2R ×佐藤壮真・上田航大（兵大）
2R ×山﨑秀斗・家迫貢大（兵大）

4-2,4-2 北昇馬・黒田太洋（大体大）×
4-2,4-1 難波尚貴・杉本幹太（龍大）×
4-5(4),1-4 河野健司・川田瑞基（近大）〇
5-3,2-4,6-10 桑原樹・阿部哉太（甲南大）〇

【男子ダブルス結果 】
ベスト16
合田 渚・堺 太志（健康システム学科4年・同3年） ※インカレ（予選）出場決定
田中聖人・森下皓太（健康システム学科4年・同3年）※インカレ（予選）出場決定
ベスト32
佐藤壮真・上田航大（健康システム学科3年

各大学テニスコート

ITC靭テニスセンター

令和4年度課外活動実績（5月度）
クラブ種別
特別強化指定クラブ

団体名
女子バレー部

大会名等
春季リーグ戦

場 所

日 程
5月1日（日）

＜結果＞ 兵庫大学〇3-0×同志社大学

流通科学大学

5月15日（日）

＜結果＞ 兵庫大学〇3-2×桃山学院教育大学

滋賀短期大学

5月22日（日）

＜結果＞ 兵庫大学×0-3〇流通科学大学 ＜最終結果＞6勝1敗（2位）

兵庫大学

入替戦

5月29日（日）

＜結果＞ 兵庫大学（3部2位）×0-3〇佛教大学（2部7位） ※3部残留

帝塚山大学

強化指定クラブ

吹奏楽部

夢コンサート

5月7日（土）

＜内容＞RPG、生命の奇跡。シンチュアスイート、春の扉

コスモホール文化復興協会

一般クラブ

新体操部

第72回西日本学生体操選手権大会

5月24日（火）～26日

・結果
新体操の部
浦田 ふたば 個人総合4位／52人中
（フープ4位、ボール5位、クラブ5位、リボン4位）

スカイホール豊田

