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課外活動の状況 

 

１. クラブ活動 

 主クラブの2018年度の主な成績結果は以下のとおりである。 

（１）部 

種別 クラブ名 2018年度主な成績結果 等 

運 

動 

男子ハンドボール部  

東海学生ハンドボール春季リーグ戦 優勝 

東海学生ハンドボール秋季リーグ戦 ３位 

全日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト１６ 

チャレンジ・デビジョン ３位 

女子ハンドボール部  

東海学生ハンドボール春季リーグ戦 準優勝 

東海学生ハンドボール秋季リーグ戦 準優勝 

東海学生トーナメント ４位 

全日本学生ハンドボール選手権大会 ベスト１６ 

バレーボール部  

東海大学バレーボールリーグ春季リーグ戦  ６位 

愛知大学男女バレーボールリーグ戦春季大会 ２部・１位 

西日本バレーボール大学男子選手権大会 ベスト３２ 

西日本大学男子バレーボール 5学連選抜対抗戦 参加・３位 

東海大学バレーボールリーグ秋季リーグ戦 ５位 

全日本大学バレーボール選手権 出場 

バドミントン部  

春季愛知県新人バドミントン大会 出場 

東海学生バドミントン選手権大会 出場 

中部学生バドミントン選手権大会 出場 

愛知学生バドミントン選手権大会 出場 

秋季愛知県新人バドミントン大会 出場 

西日本学生バドミントン選手権大会 出場 

東海大学バドミントン選手権大会  出場 

愛知学生新人バドミントン選手権大会 出場 

名古屋市民バドミントン選手権大会 ベスト１６ 

空手道部  
三重県大学・高等専門学校空手道選手権大会 男子団体組手 優勝 

三重県大学・高等専門学校空手道選手権大会 男子個人組手 準優勝 

剣道部  

東海学生剣道選手権大会   出場 

東海学生剣道優勝大会    出場 

東海学生剣道新人選手権大会 出場 

東海私立大学剣道選手権大会 出場 
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種別 クラブ名 2018年度主な成績結果 等 

運
動 

弓道部  

東海学生弓道選手権大会 出場 

愛知県下弓道選手権大会 男子個人３位 

全日本学生弓道選手権大会 出場 

東海学生弓道新人大会 出場 

硬式テニス部  各種大会 参加 

硬式野球部  
愛知大学野球春季リーグ戦 出場 

愛知大学野球秋季リーグ戦 出場 

サッカー部  各種大会 参加 

陸上競技部  各種大会 参加 

スキー部  各種大会 参加 

漕艇部  中部学生ボート選手権 出場 

モーターサイクル 

スポーツ部  
各種大会 参加 

レーシングカート部  

ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪 ｋｄ3.ｒｄ4 出場 

ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪 rｄ5.ｒｄ6  出場 

第 23 回 L.I.K 全国学生カート選手権 学校別総合優勝 

自動車部 

ｄｕダートトライアル 優勝 

全中部学生ジムカーナ選手権   団体４位 

全日本学生ドリフト王者決定戦  西大会 参加 

全日本学生ジムカーナ選手権大会 出場 

文 

化 

E．D．P．S部  各種イベント 参加 

音楽研究部  各種イベント 参加 

テーブルゲーム研究部 各種イベント 参加 

吹奏楽団 

各種イベント 参加 

東海学生吹奏楽連盟 第 41 回合同演奏会 直前合宿 参加 

東海学生吹奏楽連盟 第 42 回合同演奏会 合同演奏会 参加 

ロボット研究部 

第 25 回 BRAVE 優勝 

かわさきロボット大会 出場 

ロボファイト 18 出場 

第 17 回 ROBO-ONE light 出場 

第 33 回 ROBO-ONE 出場 

カミオカロボットバトル 出場 

立命杯 2018 出場 

模型部 各種イベント 参加 

イラスト研究部 各種イベント 参加 
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（２）同好会 

種別 クラブ名 2018年度主な成績結果 等 

 

運 

動 

卓球同好会 
卓球学生卓球春季リーグ戦 出場 

卓球学生卓球秋季リーグ戦 出場 

男子バスケットボール

部同好会 

東海学生バスケットボール大会 出場 

東海学生交歓大会 出場 

ストリートダンス 

同好会 
柴田商店街 279 パーティー 参加 

アーチェリー同好会 各種大会 出場 

フットサル同好会 各種大会 出場 

ラグビー同好会 各種大会 出場 

軟式野球同好会 各種大会 出場 

ソフトボール同好会 各種大会 出場 

フィギュアスケート 

同好会 

第 42 回中部学生新人歓迎フリー大会 ３位 

第 32 回近畿大学対中部学生氷上競技連盟選抜  

             親善フィギュアスケート選手権大会 ４位 

第 12 回西日本学生フィギュアスケート選手権大会 出場 

日本学生氷上競技選手権大会 出場 

ＦＣＲ同好会 各種大会 出場 

文 

化 

電子工作同好会 各種イベント 参加 

FILM同好会 各種イベント 参加 

 

 

（３）研究会 

種別 クラブ名 2018年度主な成績結果 等 

運 

動 

ダンス研究会 各種大会 出場 

アウトドア研究会 各種大会 出場 

射撃研究会 各種大会 出場 

文 

化 

映画研究会 各種イベント 参加 

茶道研究会 各種イベント 参加 

イベント企画研究会 各種イベント 参加 

競技麻雀研究会 各種イベント 参加 

ミリタリー研究会 各種イベント 参加 

鉄道研究会 各種イベント 参加 

イベント企画研究会 各種イベント 参加 
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２. 学生会執行委員会 

 新入学生は、入学と同時に学生会の会員となる。学生会の執行機関として「学生会執行委員

会」をおき、本会の全ての活動の運営を管理する。本会は、自治活動を通じ、学生生活の向上

を図ることを目的として活動している。 

 

３. クラブ委員会 

 本学のクラブ活動を支援しているのは、大学公認の各クラブの代表者から組織されるクラブ

委員会と呼ばれる学生組織である。クラブ委員会は、クラブ活動を活性化させるために、部長

会議、リーダースキャンプなど様々な取組みを行っている。 

 

４. 大学祭実行委員会 

 学生の自主活動の一つとして、毎年5月に大学祭が行われている。その企画から運営まで 約

1年間かけて大学祭を作り上げるのが大学祭実行委員会である。 

 

５. アルバム委員会 

 大学での年間行事やクラブ活動、授業風景、卒業研究風景などを撮影し、大学生活の思い出

が詰まった卒業アルバムを製作するのがアルバム委員会である。 


