
平成30年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【場所】 【成績】

香川県社会人ハンドボールリーグ戦　Ⅰ部リーグ

中四国学生ハンドボール選手権大会　春季リーグ戦 4月27日～5月1日（山口） 準優勝

4月27日 (金) 17:30～ 高松大学 24 － 17 松山大学 　＜ベストセブン＞

4月28日 (土) 16:00～ 高松大学 37 － 15 岡山大学 　　中川一樹（経営4），三浦拓己（経営4）

4月29日 (日) 11:30～ 高松大学 25 － 26 広島経済大学 　＜ベストレフリー＞

4月30日 (月) 13:00～ 高松大学 27 － 27 環太平洋大学 　　白樫貴行（経営4），三樹勇太（経営4）

5月1日 (火) 13:10～ 高松大学 31 － 20 広島大学

四国地区大学総合体育大会 準優勝
6月30日 (土） 14:10～ 高松大学 41 － 8 高知大学 高松市香川総合体育館

準決勝 6月30日 (日） 11:20～ 高松大学 25 － 20 香川大学 　〃

決勝 7月1日 (日） 15:00～ 高松大学 27 － 28 松山大学 　〃

西日本学生ハンドボール選手権大会 7月14日～7月16日（山口）

7月14日 (土） 10:00～ 高松大学 21 － 27 愛知教育大学

7月15日 (日） 10:00～ 高松大学 25 － 25 同志社大学

7月16日 (月） 11:30～ 高松大学 32 － 23 九州産業大学

中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦 9月2日～9月6日（岡山） 3位

9月2日 (日) 15:30～ 高松大学 29 － 31 広島経済大学

9月3日 (月) 13:00～ 高松大学 31 － 23 広島大学

9月4日 (火) 16:00～ 高松大学 23 － 26 松山大学

9月5日 (水) 16:00～ 高松大学 29 － 25 香川大学

9月6日 (木) 15:00～ 高松大学 25 － 26 環太平洋大学

ジップアリーナ岡山（岡
山県総合グラウンド体育
館）

【大会名】【試合日程】 【結果】
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平成29年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【結果】 【場所】 【成績】

香川県社会人ハンドボールリーグ戦　Ⅰ部リーグ 優勝

5月27日 (土） 15:10～ 高松大学 36 － 17 香川大学 高松大学体育館 【得点王】

準決勝 5月28日 (日） 16:20～ 高松大学 27 － 22 中央クラブ 　〃 後藤拓海(発1)27点

決勝 6月11日 (日） 16:20～ 高松大学 26 － 25 ＨＣオリーブ 　〃

中四国学生ハンドボール選手権大会　春季リーグ戦 5月3日～5月7日（広島） 準優勝

5月3日 (水) 14:30～ 高松大学 40 － 26 香川大学 広島経済大学 石田記念体育館

5月4日 (木) 10:00～ 高松大学 26 － 20 広島大学 　〃

5月5日 (金) 13:00～ 高松大学 32 － 17 岡山大学 　〃 　＜ベストセブン＞

5月6日 (土) 10:00～ 高松大学 23 － 22 広島経済大学 　〃 　　山川大貴（経営4）,三浦拓己（経営3）

5月7日 (日) 15:30～ 高松大学 21 － 27 環太平洋大学 　〃

西日本学生ハンドボール選手権大会

7月7日 (金) 17:30～ 高松大学 32 － 25 九州産業大学 福岡市南体育館等

7月8日 (土) 14:30～ 高松大学 19 － 31 大阪経済大学 　〃

7月9日 (日) 10:00～ 高松大学 15 － 18 中京大学 　〃

中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦 第3位

8月28日 (月) 16:00～ 高松大学 36 － 11 香川大学 松江市総合体育館

8月29日 (火) 14:30～ 高松大学 35 － 14 広島大学 　〃

8月30日 (水) 11:30～ 高松大学 16 － 18 広島経済大学 　〃 　＜ベストセブン＞

8月31日 (木) 14:30～ 高松大学 28 － 19 松山大学 　〃 　　三浦拓己（経営3）,渡辺有哉（発達2）

9月1日 (金) 15:00～ 高松大学 26 － 26 環太平洋大学 　〃

【大会名】 【試合日程】



平成28年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【結果】 【場所】 【成績】
香川県社会人ハンドボールリーグ戦　Ⅰ部リーグ 2位
第1節 4月24日 (日） 16:20～ 高松大学 20 － 21 香川クラブ 高松大学体育館 【得点王】
第2節 5月15日 (日） 14:00～ 高松大学 34 － 25 香川大学 　〃 後藤拓海(発1)27点
第3節 5月15日 (日） 16:20～ 高松大学 玉藻クラブ 　〃
第4節 5月22日 (日） 14:00～ 高松大学 29 － 23 中央クラブ 　〃
中四国学生ハンドボール選手権大会　春季リーグ戦 4月30日～5月4日（広島） 3位

4月30日 (土) 16:30～ 高松大学 30 － 26 松山大学 広島経済大学 石田記念体育館

5月1日 (日) 13:30～ 高松大学 34 － 23 愛媛大学 　〃
5月2日 (月) 16:30～ 高松大学 26 － 23 広島経済大学 　〃 　＜ベストセブン＞
5月3日 (火) 10:30～ 高松大学 27 － 31 環太平洋大学 　〃 中川一樹（経2）,三浦拓己（経2）
5月4日 (水) 14:00～ 高松大学 37 － 23 広島大学 　〃

四国地区大学総合体育大会 優勝
7月2日 (土） 13:30～ 高松大学 25 － 3 高知大学 高知県立大学　池キャンパス

7月3日 (日） 10:00～ 高松大学 31 － 18 香川大学 　〃

7月3日 (日） 15:50～ 高松大学 19 － 15 松山大学 　〃

西日本学生ハンドボール選手権大会 7月8日～7月10日（大阪）
7月8日 (金) 10:00～ 高松大学 15 － 29 中京大学 金岡公園体育館
7月9日 (土) 15:40～ 高松大学 18 － 29 関西大学 家原大池体育館

7月10日 (日) 10:00～ 高松大学 25 － 17 福岡教育大学 金岡公園体育館
中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦 優勝

8月31日 (水) 11:50～ 高松大学 33 － 23 広島経済大学 高知県民体育館 　＜最優秀選手賞＞
9月1日 (木) 18:25～ 高松大学 31 － 22 岡山大学 　〃 　　糸数卓朗(経3)
9月2日 (金) 15:55～ 高松大学 34 － 18 松山大学 　〃 　＜ベストセブン＞
9月3日 (土) 11:30～ 高松大学 24 － 24 環太平洋大学 　〃 　　山川大貴（経3）,三浦拓己（経2）,安田翼（発2）
9月4日 (日) 10:25～ 高松大学 31 － 18 広島大学 　〃

全日本学生ハンドボール選手権大会
11月19日 (土) 17:00～ 高松大学 29 － 34 日本体育大学 アスティとくしま

日本ハンドボール選手権大会　香川県予選
7月18日 (月祝) 12:00～ 高松大学 16 － 18 香川クラブ 高松市香川総合体育館

【大会名】 【試合日程】

不戦勝



平成27年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【成績】
香川県社会人ハンドボールリーグ戦　Ⅰ部リーグ 2位
第1節 4月12日 (日） 10:00～ 高松大学 39 － 18 香川大学 高松大学体育館 【得点王】
第2節 4月26日 (日） 14:30～ 高松大学 22 － 30 香川クラブ 　〃 野中崇稔(経1)32点
第3節 4月29日 (水祝） 11:10～ 高松大学 26 － 23 中央クラブ 　〃
第4節 5月17日 (日） 11:10～ 高松大学 27 － 18 香川大学医学部 　〃
中四国学生ハンドボール選手権　春季リーグ戦 5月2日～6日（広島） 優勝（22季連続22回目）

5月2日 (土) 15:00～ 高松大学 31 － 25 広島大学 広島経済大学 石田記念体育館 　＜最優秀選手賞＞
5月3日 (日) 13:30～ 高松大学 35 － 23 愛媛大学 　〃 　　林原昌史(経4)
5月4日 (月) 13:30～ 高松大学 34 － 30 松山大学 　〃 　＜ベストセブン＞
5月5日 (火) 10:30～ 高松大学 26 － 24 広島経済大学 　〃 　　藤井敬人（経4）、木本将史（経4）、安田翼(経1)
5月6日 (水) 10:00～ 高松大学 25 － 23 環太平洋大学 　〃

四国地区大学総合体育大会 6月28日～29日（愛媛） 準優勝
7月4日 (土） 13:00～ 高松大学 19 － 12 徳島大学 愛媛県総合運動公園体育館

準決勝 7月5日 (日） 10:00～ 高松大学 32 － 19 香川大学 　〃

決勝 7月5日 (日） 13:40～ 高松大学 18 － 24 松山大学 　〃

西日本学生ハンドボール選手権大会 8月8日～13日（愛知）
予選リーグ 8月9日 (日) 18:15～ 高松大学 23 － 23 鹿児島大学 スカイホール豊田

8月10日 (月) 15:45～ 高松大学 18 － 19 愛知教育大学 スカイホール豊田
8月11日 (火) 15:45～ 高松大学 23 － 24 関西学院大学 スカイホール豊田

中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦 8月24日～8月28日（山口） 第3位
8月24日 (月) 15:00～ 高松大学 38 － 15 岡山大学 周南市総合スポーツセンター体育館 　＜最優秀選手賞＞
8月26日 (水) 10:30～ 高松大学 21 － 22 松山大学 　〃 　　橋口仁人(経4)
8月26日 (水) 16:50～ 高松大学 30 － 20 広島大学 　〃 　＜ベストセブン＞
8月27日 (木) 12:00～ 高松大学 20 － 26 環太平洋大学 　〃 　　木本将史（経4）
8月28日 (金) 13:00～ 高松大学 26 － 25 広島経済大学 　〃

　川野大地（経4）、山本萌生(経4)
日本ハンドボール選手権大会　四国予選

9月13日 (日) 9:30～ 高松大学 20 － 21 香川中央高校 高松大学体育館
9月13日 (日) 12:00～ 高松大学 27 － 30 香川クラブ 　〃

【大会名】 【試合日程】 【結果】



平成26年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果
【場所】 【成績】

香川県社会人ハンドボールリーグ戦　Ⅰ部リーグ
第1節 4月13日 (日） 11:30～ 高松大学 20 － 24 香川大学 香川総合体育館（屋外球技場）

第2節 4月20日 (日） 14:30～ 高松大学 21 － 29 香川クラブ 　〃
第3節 4月27日 (日） 9:30～ 高松大学 14 － 28 中央クラブ 　〃
第4節 4月29日 (火） 13:30～ 高松大学 21 － 21 香川大学医学部 　〃
中四国学生ハンドボール選手権　春季リーグ戦 5月2日～6日（広島） 優勝（20季連続）

5月2日 (金) 17:30～ 高松大学 32 － 12 島根大学 広島経済大学 石田記念体育館 　＜最優秀選手賞＞　　　　＜ベストレフェリー賞＞
5月3日 (土) 14:00～ 高松大学 28 － 14 松山大学 　〃 　　橋口仁人(経4)　　　　　香西・小山内ペア（経3）
5月4日 (日) 14:00～ 高松大学 38 － 25 岡山大学 　〃 　＜ベストセブン＞
5月5日 (月) 10:00～ 高松大学 27 － 18 愛媛大学 　〃 　　橋本勇馬（経4）、木本将史（経3）、安田耕明(経2)
5月6日 (火) 15:20～ 高松大学 28 － 26 環太平洋大学 　〃 　　山川大貴（経1）

四国地区大学総合体育大会 6月28日～29日（香川） 優勝（11年連続）
6月28日 (土） 13:00～ 高松大学 31 － 20 香川大学 香川総合体育館

準決勝 6月29日 (日） 10:00～ 高松大学 24 － 18 徳島大学 　〃

決勝 6月29日 (日） 13:40～ 高松大学 21 － 13 松山大学 　〃

西日本学生ハンドボール選手権大会 7月3日～8日（徳島）
予選リーグ 7月4日 (金) 13:15～ 高松大学 14 － 16 中京大学 鳴門アミノバリューホール

7月5日 (土) 9:30～ 高松大学 21 － 21 桃山学院大学 徳島市立体育館
7月6日 (日) 18:15～ 高松大学 25 － 13 京都府立医科大学 鳴門アミノバリューホール

7月7日 (月) 13:00～ 高松大学 23 － 28 福岡大学 鳴門アミノバリューホール

中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦 9月3日～9月7日（岡山） 優勝（21季連続）
9月3日 (水） 16:00～ 高松大学 28 － 15 広島経済大学 桃太郎アリーナ 　＜最優秀選手賞＞
9月4日 (木） 10:00～ 高松大学 33 － 21 愛媛大学 　〃 　　橋口仁人(経4)
9月5日 (金） 10:00～ 高松大学 23 － 22 松山大学 　〃 　＜ベストセブン＞
9月6日 (土） 10:00～ 高松大学 29 － 26 環太平洋大学 　〃 　　橋本勇馬（経4）、松井逸（経2）、伊藤極(経1)
9月7日 (日） 16:00～ 高松大学 33 － 23 岡山大学 　〃

全日本学生ハンドボール選手権大会 11月21日～26日（岐阜）
1回戦 11月22日 (土） 12:20～ 高松大学 16 － 33 東海大学 各務原市総合体育館

【大会名】 【試合日程】 【結果】

インカレ出場決定戦



平成25年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【結果】 【場所】 【成績】
香川県社会人ハンドボールリーグ戦　Ⅰ部リーグ 第3位
第1節 4月7日 (日） 高松大学 17 － 20 中央クラブ 香川総合体育館（屋外球技場） 　＜得点王＞ 藤原愛明(経営3)
第2節 4月14日 (日） 高松大学 25 － 20 香川大学 　〃
第3節 4月21日 (日） 高松大学 19 － 17 侍送球クラブ 　〃
第4節 4月29日 (月） 高松大学 11 － 27 香川クラブ 　〃
中四国学生ハンドボール選手権　春季リーグ戦 優勝（18季連続優勝）

5月2日 (木) 15:00～ 高松大学 24 － 15 愛媛大学 広島経済大学 石田記念体育館 　＜最優秀選手賞＞
5月3日 (金) 12:30～ 高松大学 38 － 24 広島経済大学 　〃 　　川野大地(経4)
5月4日 (土) 14:00～ 高松大学 35 － 18 広島大学 　〃 　＜ベストセブン＞
5月5日 (日) 10:00～ 高松大学 21 － 14 松山大学 　〃 　　中村祐介（発4）、又吉裕喜（経4）、山本萌生(経4)
5月6日 (月) 11:30～ 高松大学 31 － 25 環太平洋大学 　〃 　　橋口仁人（経3）

四国地区大学総合体育大会 7月6日～7日（徳島） 優勝（10年続優勝）
7月6日 (土） 11:15～ 高松大学 28 － 16 徳島大学 大塚スポーツパーク　アミノバリューホール

準決勝 7月6日 (土） 16:15～ 高松大学 36 － 15 高知大学 　〃

決勝 7月7日 (日） 11:20～ 高松大学 20 － 17 松山大学 　〃

西日本学生ハンドボール選手権大会 8月10日～14日（熊本）
予選リーグ 8月10日 (土) 13:00～ 高松大学 20 － 13 岐阜聖徳大学 熊本県立体育館

8月11日 (日) 10:40～ 高松大学 21 － 12 大阪大学 　〃
8月12日 (月) 11:50～ 高松大学 17 － 22 桃山学院大学 　〃

インカレ出場決定戦
8月13日 (火) 17:30～ 高松大学 29 － 31 立命館大学 熊本市総合体育館

中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦 8月28日～9月1日（高知）優勝（19季連続優勝）
8月28日 (水） 13:45～ 高松大学 46 － 20 岡山大学 高知県民体育館 ＜最優秀選手賞＞
8月29日 (木） 13:15～ 高松大学 30 － 14 松山大学 　〃   又吉裕喜（経4）
8月30日 (金） 9:30～ 高松大学 33 － 12 愛媛大学 　〃 ＜得点王＞
8月31日 (土） 12:00～ 高松大学 31 － 21 広島経済大学 　〃 　山本萌生(経4)
9月1日 (日） 15:55～ 高松大学 41 － 30 環太平洋大学 　〃 ＜ベストセブン＞

　川野大地（経4）、山本萌生(経4)
　中村祐介（発4）、安田賢太朗（発4）

全日本学生ハンドボール選手権大会 11月23日～27日（山梨）
11月23日 (土） 16:00～ 高松大学 17 － 46 日本体育大学 小瀬スポーツ公園体育館

【大会名】 【試合日程】



平成24年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【結果】 【場所】 【成績】
香川県社会人ハンドボールリーグ戦　Ⅰ部リーグ 第3位
第1節 4月1日 (日） 高松大学 13 － 19 中央クラブ 香川中央高校河川敷グラウンド 中央クラブ
第2節 4月8日 (日） 高松大学 25 － 10 玉藻クラブ 　〃 玉藻クラブ
第3節 高松大学 22 － 17 香川大学 　〃 香川大学
第4節 4月22日 (日） 高松大学 14 － 20 香川クラブ 　〃 香川クラブ
中四国学生ハンドボール選手権　春季リーグ戦 ☆優勝

5月6日 (日) 10:30～ 高松大学 19 － 17 松山大学 広島県立総合体育館 ＜最優秀選手賞＞
5月6日 (日) 15:30～ 高松大学 27 － 12 山口大学 　〃 玉城亮大(発4)
5月7日 (月) 11:15～ 高松大学 28 － 10 広島大学 　〃 ＜ベストセブン＞
5月8日 (火) 12:30～ 高松大学 27 － 10 岡山大学 　〃 池上直輝（経4）、吉澤宏樹(経4)、瑞慶山良太(経3)、
5月9日 (水) 10:45～ 高松大学 27 － 18 環太平洋大学 　〃 山本萌生(経3)

四国地区大学総合体育大会 ☆優勝（9年連続）
7月7日 (土） 14:30～ 高松大学 28 － 13 香川大学 高知県立大学体育館（池キャンパス）高知県立大学体育館（池キャンパス）

準決勝 7月8日 (日） 10:00～ 高松大学 20 － 16 愛媛大学 　〃 　〃
決勝 7月8日 (日） 13:30～ 高松大学 26 － 16 松山大学 　〃 　〃
西日本学生ハンドボール選手権大会
予選リーグ 8月11日 (土) 16:15～ 高松大学 22 － 17 大阪大学 同志社大学デイヴィス体育館同志社大学デイヴィス体育館

8月12日 (日) 11:15～ 高松大学 21 － 23 岐阜大学 京都府立山城総合公園体育館（太陽が丘）京都府立山城総合公園体育館（太陽が丘）
8月13日 (月) 12:30～ 高松大学 19 － 31 福岡大学 　〃 　〃

中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦 ☆優勝（17季連続）
8月28日 (火） 10:45～ 高松大学 31 － 13 広島大学 鳴門総合運動公園体育館 ＜最優秀選手賞＞
8月28日 (火） 15:45～ 高松大学 31 － 7 広島経済大学 　〃 池上直輝（経4）
8月29日 (水） 10:15～ 高松大学 24 － 15 岡山大学 　〃 ＜ベストセブン＞
8月30日 (木） 15:15～ 高松大学 32 － 18 環太平洋大学 　〃 玉城亮大(発4)、又吉裕喜(経3)、金城孝胤(発3)、
8月31日 (金） 10:15～ 高松大学 32 － 13 松山大学 　〃 橋本勇馬(経2)

全日本学生ハンドボール選手権大会 11月14日～18日
1回戦 11月14日 (水） 高松大学 26 10 － 7 29 東海大学 福岡市早良体育館

9 － 12
2 － 2
3 － 3
2 － 2
0 － 3

【大会名】 【試合日程】



平成23年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【場所】 【成績】

[1部]
1日目 4月3日 (日） 高松大学 24 － 17 玉藻クラブ 香川中央高校河川敷グラウンド

高松大学 20 － 25 香川大学 　〃
2日目 4月10日 (日） 高松大学 15 － 31 香川クラブ 　〃
3日目 4月17日 (日） 高松大学 10 － 25 中央クラブ 　〃

☆優勝
5月2日 (月) 16:00～ 高松大学 32 － 15 広島大学 愛媛県総合運動公園体育館 ＜最優秀選手賞＞

5月3日 (火) 10:45～ 高松大学 35 － 13 島根大学 　〃 長谷川雄真（経4）

5月4日 (水) 10:15～ 高松大学 32 － 15 松山大学 　〃 ＜ベストセブン＞

5月5日 (木) 10:15～ 高松大学 26 － 15 広島経済大学 　〃 中村俊一郎(経4)、津久田幸輔(発4)、玉城亮大(発3)、千葉かいき(経2)

5月6日 (金) 12:45～ 高松大学 28 － 19 岡山大学 　〃

☆優勝
準決勝 6月25日 (土） 15:30～ 高松大学 41 － 14 香川大学 愛媛県総合運動公園体育館

決勝 6月26日 (日） 12:45～ 高松大学 32 － 12 松山大学 　〃

予選リーグ
1日目 8月8日 (月) 16:40～ 高松大学 21 － 23 大阪経済大学 スカイホール豊田Ｃコート

2日目 8月9日 (火) 11:20～ 高松大学 34 － 21 近畿大学 　〃　　　　　　Ｄコート

3日目 8月10日 (水) 12:40～ 高松大学 27 － 17 朝日大学 　〃　　　　　　Ａコート

全日本インカレ出場男子決定戦
8月11日 (木) 高松大学 26 － 27 大同大学 　〃

☆優勝　全日本インカレ出場
1日目 8月30日 (火） 10:00～ 高松大学 25 － 14 広島大学 キリンビバレッジ周南総合SC体育館 ＜最優秀選手賞＞

8月30日 (火） 15:00～ 高松大学 25 － 23 環太平洋大学 　〃 池上直輝（経3）

2日目 8月31日 (水） 9:30～ 高松大学 27 － 14 広島経済大学 　〃 ＜ベストセブン＞

3日目 9月1日 (木） 12:00～ 高松大学 27 － 19 松山大学 　〃 冨田洋輔(経4)、玉城亮大(発3)、又吉裕喜(経2)、中村祐介(発2)

4日目 9月2日 (金） 12:00～ 高松大学 33 － 15 岡山大学 　〃

1回戦 11月2日 (水） 11:00～ 高松大学 27 － 29 国士舘大学 花巻市民体育館

【大会名】【試合日程】 【結果】



平成22年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【場所】 【成績】

[1部]
1日目 4月4日 (日） 高松大学 24 － 24 香川大学 香川中央高校河川敷グラウンド

高松大学 14 － 31 香川クラブ 　〃
2日目 4月11日 (日） 高松大学 7 － 23 中央クラブ 　〃
3日目 4月18日 (日） 高松大学 20 － 19 玉藻クラブ 　〃

☆優勝（12季連続）
1日目 4月19日 (月） 高松大学 33 － 16 松山大学 高松市総合体育館 ＜最優秀選手賞＞

2日目 4月20日 (火） 高松大学 26 － 16 岡山大学 　〃 　色川慎一郎　（発達科学部４年）

3日目 4月21日 (水） 高松大学 34 － 21 広島経済大学 　〃 ＜ベストセブン＞

4日目 4月22日 (木） 高松大学 31 － 20 島根大学 　〃 　色川慎一郎（発達科学部４年）、冨田洋輔（経営学部３年）、
　長谷川雄真（経営学部３年）、又吉裕喜（経営学部１年）

☆優勝（7年連続）
準決勝 6月27日 (土） 高松大学 44 － 12 徳島大学 高松大学体育館
決勝 6月27日 (土） 高松大学 42 － 18 愛媛大学 　〃

予選リーグ
1日目 7月10日 (土) 10:45～ 高松大学 20 － 19 大阪経済大学 岡山県立体育館
2日目 7月11日 (日) 17:00～ 高松大学 21 － 26 中京大学 　〃
3日目 7月12日 (月) 15:45～ 高松大学 39 － 24 沖縄国際大学 　〃
全日本インカレ出場男子決定戦

7月13日 (火) 14:30～ 高松大学 23 － 27 京都産業大学 　〃

☆優勝（13季連続）
1日目 8月30日 (月） 11:45～ 高松大学 37 － 9 松山大学 広島県立総合体育館 ＜最優秀選手賞＞

8月30日 (月） 16:45～ 高松大学 35 － 17 愛媛大学 　〃 色川慎一郎（発達科学部４年）

2日目 8月31日 (火） 10:45～ 高松大学 19 － 14 岡山大学 　〃 ＜ベストセブン＞

3日目 9月1日 (水） 10:45～ 高松大学 23 － 20 広島経済大学 　〃
4日目 9月2日 (木） 9:30～ 高松大学 32 － 17 島根大学 　〃

1回戦 11月19日 (金） 11:30～ 高松大学 37 － 18 道都大学 舞洲アリーナ
2回戦 11月20日 (土） 17:30～ 高松大学 21 － 28 大阪体育大学 大阪市中央体育館

宮脇亮（経営学部４年）、長谷川雄真（経営学部３年）
中村祐介（発達科学部１年）、又吉裕喜さん（経営学部１年）

【大会名】【試合日程】 【結果】



平成21年度  高松大学ハンドボール部 試合日程と結果

【場所】 【成績】
香川県社会人ハンドボールリーグ戦　4月12日(日)、19日(日)、26日(日)
[1部]
1日目 4月12日 (日） 高松大学 13 － 31 香川クラブ 香川中央高校河川敷グラウンド

高松大学 25 － 6 文理クラブ 　〃
2日目 4月19日 (日） 高松大学 18 － 23 玉藻クラブ 　〃
3日目 4月26日 (日） 高松大学 16 － 15 香川大学 　〃

高松大学 19 － 17 中央クラブ 　〃

中四国学生ハンドボール選手権　春季リーグ戦（島根県）　4月30日(木)～5月4日(月) ☆1部優勝（10季連続）
1日目 5月1日 (金） 高松大学 33 － 17 岡山大学 松江市総合体育館 ＜最優秀選手賞＞

5月1日 (金） 高松大学 31 － 24 広島経済大学 　〃 　森山公誠　（経営４年）

2日目 5月2日 (土） 高松大学 35 － 12 松山大学 　〃 ＜得点王＞

3日目 5月3日 (日） 高松大学 32 － 16 愛媛大学 　〃 　杉本昂平（経営３年）、冨田洋輔（経営２年）

4日目 5月4日 (月） 高松大学 48 － 8 広島大学 　〃 ＜ベストセブン＞
　色川慎一郎（発達３年）、宮脇亮（経営３年）
　河村吉峰（経営２年）、長谷川雄真（経営２年）

第60回四国地区大学総合体育大会（徳島県)　　7月4日(土)･5日(日) ☆優勝（6年連続）
1回戦 7月4日 (土） 高松大学 42 － 22 高知大学 鳴門･大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ ｱﾐﾉﾊﾞﾘｭｰﾎｰﾙ

準決勝 7月4日 (日） 高松大学 51 － 12 徳島大学 　〃

決勝 7月5日 (日） 高松大学 30 － 17 松山大学 　〃

西日本学生ハンドボール選手権大会（福岡県）　8月26日(水)～30日(日)
予選リーグ
1日目 8月26日 (水) 高松大学 33 － 21 福岡国際大学 福岡南体育館
2日目 8月27日 (木) 高松大学 35 － 14 大阪府立大学 　〃
3日目 8月28日 (金) 高松大学 17 － 23 関西学院大学 　〃
インカレ出場男子決定戦
4日目 8月29日 (土) 高松大学 28 － 30 中部大学 アクシオン福岡

中四国学生ハンドボール選手権大会　秋季リーグ戦（高知県）　9月9日(水)～13日(日) ☆1部優勝（11季連続）
1日目 9月10日 (木） 10:45～ 高松大学 35 － 18 愛媛大学 高知県民体育館 ＜最優秀選手賞＞

9月10日 (木） 15:45～ 高松大学 30 － 22 環太平洋大学 　〃 　杉本昂平　（経営３年）

2日目 9月11日 (金） 10:15～ 高松大学 35 － 19 松山大学 　〃 ＜ベストセブン＞

3日目 9月12日 (土） 10:15～ 高松大学 32 － 20 岡山大学 　〃   森山公誠（経営４年）、沢尾恭行（経営３年）

4日目 9月13日 (日） 11:30～ 高松大学 31 － 27 広島経済大学 　〃 　中村俊一郎（経営２年）

全日本学生ハンドボール選手権大会（石川県）　11月7日(土)～11日(水) ☆ベスト16
1回戦 11月7日 (土） 12:00～ 高松大学 39 － 26 信州大学 いしかわ総合スポーツセンター
2回戦 11月8日 (日） 13:30～ 高松大学 26 － 37 東海大学 　〃

【結果】【大会名】【試合日程】



第1回 チャレンジディビジョン大会　西地区　　10月31日(土)～平成22年2月28日(日) ☆西地区４位（総合10位）
延期 10月31日 (土） 14:45～ 高松大学 － 八光自動車 湧永満之記念体育館
延期 11月 1日 (日） 11:45～ 高松大学 － ＨＣ山口 　〃
不戦勝 12月 5日 (土） 14:45～ 高松大学 14 － 0 徳山クラブ 神戸国際大学体育館

12月 6日 (日） 13:30～ 高松大学 17 － 28 ＭＫＡ 　〃
1月31日 (日） 11:00～ 高松大学 30 － 42 ＨＣ山口 岩国総合体育館
2月 7日 (日） 11:30～ 高松大学 21 － 28 Honda 奈良生駒体育館
2月11日 (水） 15:00～ 高松大学 29 － 25 八光自動車 高松大学体育館

2月27日 (土） 11:00～ 高松大学 27 － 42 ＨＣ岐阜 トヨタスポーツセンター第１体育館

2月27日 (土） 17:00～ 高松大学 35 － 38 セントラル自動車 トヨタスポーツセンター第１体育館

2月28日 (土） 10:00～ 高松大学 31 － 25 八光自動車 トヨタスポーツセンター第１体育館

9～11位決定リーグ

順位決定トーナメント１回戦



平成20年度  高松大学ハンドボール部 戦績

【場所】 【成績】
香川県社会人ハンドボールリーグ戦 1部３位

[1部]
1日目 4月13日 (日） 高松大学 11 － 27 香川クラブ 香川中央高校河川敷

4月13日 (日） 高松大学 23 － 19 香川大学 香川中央高校河川敷
2日目 4月20日 (日） 高松大学 21 － 9 文理クラブ 香川中央高校河川敷

4月20日 (日） 高松大学 18 － 17 玉藻クラブ 香川中央高校河川敷
3日目 4月27日 (日） 高松大学 13 － 23 中央クラブ 香川中央高校河川敷

中四国学生ハンドボール選手権　春季リーグ（鳥取県） ☆1部優勝（8季連続）
1日目 5月2日 (金） 高松大学 31 － 18 岡山大学 鳥取県立布勢総合公園体育館 最優秀選手（MVP）安藤　俊（経営学部4年）

5月2日 (金） 高松大学 28 － 16 愛媛大学 鳥取県立布勢総合公園体育館 得点王　宮脇　亮（経営学部2年）

2日目 5月3日 (土） 高松大学 26 － 21 広島経済大学 鳥取県立布勢総合公園体育館 大会ベストセブン

3日目 5月4日 (日） 高松大学 22 － 19 広島大学 鳥取県立布勢総合公園体育館 森山公誠（経営学部3年）宮脇　亮（経営学部2年）

4日目 5月5日 (月） 高松大学 24 － 14 松山大学 鳥取県立布勢総合公園体育館 服部誠哉（経営学部2年）河村吉峰（経営学部1年）

第59回四国地区大学総合体育大会（高知)　　6月28日(土)、29日(日)
1日目 6月28日 (土） 高松大学 43 － 10 高知大学 高知女子大学体育館
2日目 6月29日 (日） 準決勝 高松大学 中止 愛媛大学 高知女子大学体育館

西日本学生ハンドボール選手権（兵庫県） ☆全日本学生選手権出場決定（5年連続5度目）
1日目 8月5日 (火） 高松大学 31 － 30 近畿大学 グリーンアリーナ神戸
2日目 8月6日 (水） 高松大学 36 － 23 岐阜聖徳学園大学 神戸市立中央体育館
3日目 8月7日 (木） 高松大学 22 － 31 大阪体育大学 グリーンアリーナ神戸
決定戦 8月8日 (金） 高松大学 37 － 34 福岡国際大学 神戸市立中央体育館

中四国ハンドボール選手権　秋季リーグ（徳島県） ☆1部優勝（9季連続）
1日目 8月28日 (木） 高松大学 33 － 18 岡山大学 鳴門アミノバリューホール 最優秀選手（MVP）杉本昴平（経営学部2年）

8月28日 (木） 高松大学 36 － 14 川崎医療福祉大学 鳴門アミノバリューホール得点王　杉本昂平（経営学部2年）

2日目 8月29日 (金） 高松大学 36 － 27 松山大学 鳴門アミノバリューホール 大会ベストセブン

3日目 8月30日 (土） 高松大学 27 － 23 広島大学 鳴門アミノバリューホール安藤　俊（経営学部4年）久保田健一（経営学部4年）

4日目 8月31日 (日） 高松大学 29 － 19 愛媛大学 鳴門アミノバリューホール 宮脇　亮（経営学部2年）中村俊一郎（経営学部1年）

全日本学生ハンドボール選手権大会（山口県）
1回戦 11月20日 (木） 高松大学 32 － 39 東北福祉大学 周南市総合スポーツセンター

【大会名】【試合日程】

天候不良による体育館のコンディション不良のため、決勝、準決勝（大
会２日目）は中止。
準決勝進出４チームが１位。

【結果】



平成19年度  高松大学ハンドボール部 戦績

【場所】 【成績】
香川県社会人ハンドボールリーグ戦 1部準優勝

[1部]
1日目 4月8日 (日） 高松大学 25 － 21 文理クラブ 香川中央高校河川敷

4月8日 (日） 高松大学 27 － 10 亀城クラブ 香川中央高校河川敷
2日目 4月15日 (日） 高松大学 16 － 18 香川大学 香川中央高校河川敷
3日目 4月22日 (日） 高松大学 31 － 30 香川クラブ 香川中央高校河川敷

4月22日 (日） 高松大学 19 － 19 中央クラブ 香川中央高校河川敷

中四国学生ハンドボール選手権　春季リーグ（愛媛） ☆1部優勝（6季連続）
1日目 5月3日 (木） 高松大学 37 － 13 愛媛大学 愛媛県総合運動公園体育館 <男子1部リーグ>

1日目 5月3日 (木） 高松大学 24 － 12 岡山大学 愛媛県総合運動公園体育館 最優秀選手賞（MVP）
川内健矢（経営学部4年）

2日目 5月4日 (金） 高松大学 27 － 22 広島経済大学 愛媛県総合運動公園体育館 大会ベストセブン

3日目 5月5日 (土） 高松大学 29 － 28 広島大学 愛媛県総合運動公園体育館 小泉直人（経営学部3年）

4日目 5月6日 (日） 高松大学 29 － 19 松山大学 愛媛県総合運動公園体育館 脇田英郁（経営学部4年）
川内健矢（経営学部4年）

第５８回四国地区大学総合体育大会（愛媛） ☆優勝（4年連続）
準決勝 6月24日 (日) 高松大学 42 － 15 徳島大学 愛媛県総合運動公園体育館

決勝戦 6月24日 (日) 高松大学 24 － 17 松山大学 愛媛県総合運動公園体育館

西日本学生ハンドボール選手権（名古屋） ベスト１２

1日目 8月8日 (水) 高松大学 19 － 18 桃山学院大学 名古屋市中村スポーツセンター

2日目 8月9日 (木) 高松大学 35 － 25 名桜大学 名古屋市東スポーツセンター

3日目 8月10日 (金) 高松大学 18 － 22 中京大学 名古屋市名東スポーツセンター

4日目 8月11日 (土) 高松大学 35 － 26 福岡国際大学 名古屋市名東スポーツセンター 全日本学生選手権大会出場権獲得

中四国ハンドボール選手権　秋季リーグ（山口） ☆１部優勝（7季連続）
第 1日 8月23日 (木) 高松大学 34 － 14 川崎医療福祉大学 周南市総合スポーツセンター <男子1部リーグ>

第 1日 8月23日 (木) 高松大学 21 － 11 岡山大学 周南市総合スポーツセンター 最優秀選手賞（MVP）
脇田英郁（経営学部4年）

第 2日 8月24日 (金) 高松大学 24 － 22 広島経済大学 周南市総合スポーツセンター 大会ベストセブン

第 3日 8月25日 (土) 高松大学 27 － 12 松山大学 周南市総合スポーツセンター 色川慎一郎（発達科学部1年）

第 4日 8月26日 (日) 高松大学 25 － 17 広島大学 周南市総合スポーツセンター 後藤尚久（経営学部4年）
奴賀一也（経営学部4年）

全日本学生ハンドボール選手権大会（函館）
1回戦 11月10日 (土) 高松大学 18 － 32 日本大学 函館大付属有斗高校体育館

香川県総合ハンドボール選手権大会
一回戦 11月23日 (金) 高松大学Ｂ 27 － 5 高松桜井高校 香川中央高校河川敷グランド 高松大学Ａ　準優勝
二回戦 11月23日 (金) 高松大学Ａ 27 － 6 土庄高校 香川中央高校河川敷グランド 高松大学Ｂ　ベスト８
二回戦 11月23日 (金) 高松大学Ｂ 25 － 11 塩江ハンドボールクラブ 香川中央高校河川敷グランド

準々決勝 11月24日 (土) 高松大学Ａ 21 － 15 香川中央高校Ｂ 香川中央高校河川敷グランド

準々決勝 11月24日 (土) 高松大学Ｂ 13 － 19 香川中央高校Ａ 香川中央高校河川敷グランド

準決勝 11月24日 (土) 高松大学Ａ 22 － 12 中央クラブ 香川中央高校河川敷グランド

決勝戦 11月24日 (土) 高松大学Ａ 15 － 22 香川クラブ 香川中央高校河川敷グランド

【大会名】【試合日程】 【結果】


