
クラブ名 月　日 大会・発表会等 場所

4.4～7 スノーバレーボールワールドツアー（坪内） イタリア

　結果：4位

4.20～21 第3回第4回ＢＬＴＮビーチバレーボール大会（武田、大本、坪内、松尾） 三重県

　結果：１日目　優勝（坪内）3位（武田）

　結果：２日目　優勝（坪内）3位（武田）

4.20～21 ジャパンビーチバレーボールツアー2019アンダーエイジ（BVT3）～大海酒造シリーズ～Ｕ23 三重県

　結果：１日目　優勝（大本、松尾）

　結果：２日目　優勝（大本、松尾）

5.3～5 春季強化合宿 本学

5.4～5 ジャパンビーチバレーボール品川オープン大会 東京都

　結果：5位タイ（坪内）

5.9～12 ビーチバレーボールワールドツアー　トゥアン・チャウ・アイランド ベトナム

　結果：予選敗退（坪内）

5.11～12 第48回四国大学バレーボール春季リーグ戦 愛媛県

　結果：Ⅰ部優勝

5.18～19 マイナビジャパンツアー2019第１戦平塚大会 神奈川

　結果：３位（坪内）

5.24～27 中四国バレーボール大学女子選手権 岡山県

　結果：準優勝（初）

5.25～26 ジャパンビーチバレーボールツアー2019サテライト第1戦横浜大会残波カップ 神奈川県

結果：3位（坪内）

5.25～26 ジャパンビーチバレーボールツアー2019アンダーエイジ（BVT3）～大海酒造シリーズ～近畿ブロック 兵庫県

　結果：1日目　優勝（大本、松尾）5位タイ(武田、尾崎)

　結果：2日目　2位（大本、武田）5位(成田)

6.1～2 第20回ビーチバレーボール宮古島大会 沖縄県

　結果：4位タイ(武田、大本)

6.8～9 マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2019　第2戦立川立飛大会 埼玉県

　結果：5位タイ（坪内）

6.26～29 西日本バレーボール大学女子選手権 広島県

　結果：予選グループ敗退　トーナメント戦一回戦敗退

6.29～30 ジャパンビーチバレーボールツアー2019サテライト第2戦南あわじ大会 兵庫県

　結果：5位タイ(坪内)8位タイ(大本、松尾)

7.6～7.7 四国大学総合体育大会 兵庫県

　結果：優勝（初）

7.6～7.7 マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2019BVTI沖縄大会 沖縄県

　結果：5位タイ(坪内、松尾)

7.9～7.14 FIVB ビーチバレーボールワールドツアー Ｄａｅｇｕ 韓国

　結果：予選敗退(坪内)

7.14 第10回連盟杯2人制 大阪大会 大阪府

　結果：優勝(坪内、松尾)

7.20～21 第2回全日本ビーチバレーボールＵ-23男女選抜優勝大会 兵庫県

　結果：8位タイ(大本、松尾)(武田、成田)

7.20～21 マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2019　第4戦東京大会 東京都

　結果：9位タイ(坪内)

8.6～8.8 ビーチバレージャパンカレッジ2019 神奈川県

　結果：優勝（武田、大本）4位(坪内、松尾)

8.15～18 第30回全日本ビーチバレー女子選手権大会 大阪府

　結果：７位タイ(坪内)　９位タイ(大本、武田)　19位タイ(松尾)

8.21～22 夏季強化合宿 広島県

　結果：進徳女子高校、広島文化学園、関西大学との練習試合

9.1 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール四国ラウンド 高知県

　結果：準優勝

9.30～10.4 茨城国体（6人制バレーボール） 茨城県

　結果：一回戦敗退

10.19～10.20 ジャパンビーチバレーボール2019Ｕ-23広島大会 広島県

　結果：優勝・準優勝(坪内・大本)　準優勝・5位(武田・松尾)　11位(成田・篠森(野村高校))

10.26～10.27 第55回四国大学バレーボール秋季リーグ戦 徳島県

　結果：1部2位

11.9～10 ジャパンビーチバレーボールツアー2019アンダーエイジ静岡大会 静岡県

　結果：1日目：優勝(坪内)　2位(武田)　2日目優勝(武田)　2位(坪内)　5位タイ(成田)

11.25～28 ミキプルーンスーパーカレッジ2019(令和元年度全日本大学バレーボール選手権大会) 東京都

　結果：1回戦敗退

クラブ活動実績一覧表

バレーボール

スノーバレーボールワールドツアー

ミキプルーンスーパーカレッジ2019

（全日本大学バレーボール選手権大会）
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12.21～24 第20回西日本大学バレーボール学連選抜女子対抗戦および西日本強化合宿 奈良県

　結果：6位

12.26～27 練習試合帝京第五他7校 松山市

2.16 バレーボール部「まつやまスポーツ笑顔大賞」受賞 松山市

3.19～22 西日本スプリングキャンプ 宮崎県

6.22 練習試合 砥部町

7.5 四国インカレ 砥部町

　結果：個人戦優勝（越智）3位(井門)　団体5位

9.7 練習試合 岡山県

　結果；団体2位　個人1位、2位

9.30～10.8 第74回いきいき茨城ゆめ国体 茨城

　結果：遠的1位　近的1位　男女総合成績1位　女子総合成績1位

1.7 ・愛顔のえひめ文化スポーツ賞・愛媛新聞スポーツ賞・かがやき松山大賞受賞（越智）

1.22 ・今治市スポーツ功労賞受賞（越智）

5.25～26 中国四国学生女子柔道優勝大会 岡山県

　結果：大学：3位　短大：優勝

6.8～9 愛媛県ジュニア体重別選手権大会 砥部町

　結果：52㎏級優勝（鳥井）2位(藤堂)78㎏級優勝（永山）

　　　　　57㎏級2位（亀岡）3位(島袋)78㎏超級2位(前田)

6.21～22 全日本学生柔道優勝大会 東京都

　結果：一回戦敗退（5人制）ベスト16（3人制）

7.6 四国インカレ 松山市

　結果：優勝(阿部) 2位(河野) 3位(島袋、代)

7.7 中四国ジュニア柔道体重別選手権大会 香川県

　結果：52㎏級優勝（鳥井）78㎏級2位(永山)

7.14 愛媛県柔道大会 松山市

　結果：Ａ(小田、堀内、鳥井)優勝

8.2～3 和気公民館宿泊体験(平山ま、河野) 松山市

8.15～16 国体強化練習 砥部町

8.23～24 中四国学生柔道体重別選手権大会 広島県

　結果：63kg級二回戦敗退（堀内）

9.14～15 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 埼玉県

　結果：2回戦敗退(鳥井)

9.21 国体強化練習 砥部町

10.27 桑原地区まちづくり協議会　出店 本学

10.28 台湾パラ柔道　合同練習 武道館

11.2 台湾パラ柔道　合同練習 武道館

12.8 あいテレビ杯愛媛県女子柔道選手権大会 武道館

　結果：52㎏級；優勝(鳥井)2位(藤堂)

　　　　　57㎏級：優勝(亀岡)2位(平山侑)3位(島袋)　63㎏級3位(河野、池本)

2.2 愛媛県女子柔道選手権大会 武道館

　結果：ベスト4（鳥井）

2.9 愛媛県柔道連盟体重別選手権大会　補助員 武道館

2.13～16 山口合宿 山口県

4.7 愛媛県春季選手権大会 今治市

結果：優勝（小牧・長田）、準優勝（松村・森）、ベスト4（西原・石原）

5.2～4 四国学生ソフトテニス選手権大会 香川県

結果：団体戦：2位　シングルス：ベルト8（森）ダブルス：ベルト8（小牧・長田）

5.12 四国一般選手権大会 徳島県

結果：二回戦敗退（西原・石原）（松村・森）（木下・万野）

5.18～19 全日本シングル選手権 長崎県

結果：一回戦敗退（木下、行田、森、松村、万野）二回戦敗退（西原）

6.16 全日本選手権大会愛媛県予選 今治市

結果：2位(宮田・濱田)3位(森・石原)

6.28～30 四国インカレ 松山市

結果：団体戦：優勝　個人戦：準優勝(西原、石原)　ベスト8(松村、森)　13連続優勝

7.5 西日本学生ソフトテニス選手権大会 鳥取県

結果：団体戦：二回戦敗退(ベスト16)　個人戦：四回戦敗退(小牧、長田)

7.20～21 西日本選手権大会 大阪府

結果：二回戦敗退(小牧、森)　三回戦敗退(西原、石原)

7.21 瀬戸内テニス大会 今治市

結果：優勝(小村、長田)　2位(松村、木下)　3位(吉岡、佐竹)(村上、足立)

8.5～10 全日本学生ソフトテニス大会 岩手県

結果：団体：3回戦敗退　シングルス：2回戦敗退(森、木下)

ソフトテニス

弓道

柔道

バレーボール

四国インカレ

全日本学生柔道優勝大会

全日本学生ソフトテニス大会
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9.17～20 中四国ソフトテニス選手権大会 広島県

結果：ベスト4(団体Ａ)　2回戦敗退(団体Ｂ)　一回戦敗退(団体Ｃ)

結果：ベスト16(鍬本、村上)(足立、松村)(森、長田)(万野、石原)

9.26～30 茨城国体 茨城県

結果：愛媛県0対3北海道　沖縄(小牧)0対3兵庫県

10.25～10.27 四国秋季学生選手権 高知県

結果：団体：3位　個人戦：優勝(万野、長田)　シングルス：ベスト4(万野）

　　学校対抗：ベスト4(Ａチーム)ベスト８(Ｂチーム)

11.15～18 九州・中国・四国三地区学生ソフトテニス選手権大会 山口県

　結果：団体：Ａチーム4位　Ｂチーム：ベスト8　個人：ベスト4(小牧、万野)

12.1 愛媛県シングルス選手権大会、四国・全日本シングルス選手権大会県予選 大洲市

　結果：優勝(万野)　準優勝(森)　3位(木下)

12.21 四国インドア選手権大会 松山市

　結果：ベスト4(万野、長田)　2019四国ランキング4位(万野、長田)

1.26 愛媛県選抜大会　ランキング認定大会 今治市

結果：優勝(吉岡、木下)準優勝(森、佐竹)

2.14～16 ダンロップカップ全日本女子団体選抜大会 三重県

結果：Aチーム（1勝3敗）

4.13～14 坊ちゃんオープンバドミントン大会 松山市

　結果：3部女子ダブルス（亀岡・井上）ベスト8

4.29 松山市団体対抗大会 松山市

　結果：準優勝

6.29 ヨネックス杯マドンナオープンレディース大会 砥部町

　結果：2部優勝(大野、河野)準優勝(竹本、井上)

7.5 四国インカレ 松山市

　結果：2回戦敗退

9.7 第1期ＭＢ(松山)リーグ 砥部町

　結果：準優勝

10.12 ＳＯＬＡＴＯ杯第33回南海放送レディースバドミントン大会 砥部町

　結果：予選敗退

10.27 桑原地区まちづくり協議会　出店 本学

11.4 松山市長杯第42回松山市民バドミントン大会 松山市

　結果：優勝(井上・亀岡)　準優勝(宮内・大野)ダブルスＣクラス

12.11 ＭＢリーグ 砥部町

　結果：勝利(vs砥部チーム)

1.15 ＭＢリーグ 松山市

　結果：勝利(vsＭＺＥＲＯチーム)

2.9 第59回愛媛県選手権大会 砥部町

　結果：優勝(3部ダブルス竹内、宮内)(3部シングルス竹本)

2.9 ＭＢリーグ 松山市

　結果：1-2(愛大医学部)

7.27 三町夏祭り　ボランティア(11名) 松山市

10.27 桑原地区まちづくり協議会　出店・パフォーマンス 本学

6.29 四国インカレ 松山市

　結果：一回戦敗退　松山東雲　34-80　徳島文理大学

7.14 桑原みらいクラブ夏祭り　ボランティア(11名参加) 松山市

12.1 東野下子ども会クリスマス会ボランティア(６名参加) 松山市

10.27 桑原地区まちづくり協議会　出店 本学

6.18 オープンキャンパス　パフォーマンス 本学

8.8 オープンキャンパス　パフォーマンス 本学

10.20 大洲高校肱川分校文化祭演奏 大洲市

10.27 桑原地区まちづくり協議会　オープニングパフォーマンス 本学

10.29 全国老人福祉施設研究会議オープニングパフォーマンス 松山市

12.1 桑原みらいクラブクリスマスコンサート 松山市

6.15 ともちゃんのはなまる展 松山市

10.27 桑原地区まちづくり協議会　出店 本学

軽音 10.27 桑原地区まちづくり協議会　パフォーマンス 本学

10.20 芙蓉会定期演奏会(松山市民会館) 松山市

1.19 芙蓉会お弾き初め(松山市コミュニティセンター) 松山市

2.16 新春尺八演奏会 伊予市

6.18 オープンキャンパス　クラブ体験コーナー 本学

8.8 オープンキャンパス　クラブ体験コーナー 本学

ソフトテニス

邦楽

バドミントン

アート紀行

ダンス

バスケットボール

東雲Ｖ.Ｙ.Ｓ

すうぃんぐがーるず

着装

ヨネックス杯マドンナオープンレディース大会

全国老人福祉施設研究会議

オープニングパフォーマンス
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4.29 西条市産業文化フェスティバル　ボランティア(5名参加) 西条市

7.13 ドリームナイト・アット・ザ・ズー　ボランティア(４名参加) 砥部町

7.27 土居町子供会　ボランティア(４名参加) 松山市

8.8 オープンキャンパス　クラブ体験コーナー

8.20 味生第二児童クラブ　ボランティア(４名参加) 松山市

10.6 トラックの日「ふれあいフェスタ」2019」(4名参加) 松山市

10.19～20 人間環境大学　大学祭出店 松山市

10.22 桑原未来クラブ　ハロウィンイベント 松山市

11.3 明治安田生命J2リーグ　愛媛FC試合 松山市

8.8 オープンキャンパス　パフォーマンス 本学

10.27 桑原地区まちづくり協議会　パフォーマンス 本学

7.6 四国インカレ 松山市

　結果：一回戦敗退(香川大学２－０)

12.1 第11回今治クリスマスカップ女子フットサル選手権 今治市

　結果：準優勝

8.9 被災地調査活動 宇和島市

8.29 大洲市菅田学童ボランティア活動 大洲市

9.20～21 九州北部豪雨災害支援ボランティア活動（三宅　匠） 佐賀県

10.13～14 宇和島ボランティア(三宅、吉村、丸山) 宇和島市

12.22 徳森児童館クリスマス会ボランティア 大洲市

しののめバルーンアート

書道がーるず

Newlyフットサル

しのモン応援隊

東雲祭パフォーマンス

西日本豪雨被災地ボランティア


