
10：00～15：00
（受付 9：30～14：30）

56 SUN

※新型コロナウイルスの影響により中止、延期となる場合がございます。その場合は、事前にHPにてお知らせします。
※駐車スペースがありませんので、公共交通機関にてお越しください。お車でお越しの場合は、
　周辺のコインパーキングをご利用ください。

Q１.バドミントンクラブ入部のきっかけ
高校の頃の先生に勧めてもらい入部を決意しました。バドミントン
に真剣に向き合えると高校生の頃に先輩に教えてもらい、今以上に
強くなりたいと思ったので入部を決意しました。

Q2.バドミントンクラブを通して学んだこと
諦めずに頑張ることを学びました。最初の頃は練習について行くこと
に精一杯でした。しかし、最後まで諦めずに練習したことで、今まで出
来なかったこともできるようになりましたし、大会に出ると競り合え
なかった相手にも戦えるようになりました。

Q4.心に残っている
　　出来事
1回生の秋の関西学生リーグ
で2部に昇格できたことです。
初めて出たリーグ戦では緊張
と不安もありましたが、無事
に勝利し昇格できた事が心に
残っています。

Q3.あなたの目標
関西学生リーグでは1部に
そして全国学生大会に出場
することです。

人間生活学科
ファッションデザインコース　4年
役職 ： 女子副キャプテン

南里  綾乃さん

Tel：072-265-7200　Fax：072-265-8202
E-mail：nyuushi@hagoromo.ac.jp

スポーツ推薦入試（専願）

募集学科と募集人員

セレクション及び入試日程
期 クラブ名 申込期間

セレクション
実施日

合否通知
発送日

出願期間
（締切日必着）

入学手続き
締切日

Ⅰ

硬式野球

6/7(月)～8/13(金)

8/22(日)

学科
募集人員

現代社会学科
15名

● 募集人員は全強化指定クラブの合計数です。 ● 硬式野球部のみ募集対象学科は現代社会学科と放送・メディア映像学科です。

女子ソフトボール 9/1(水)   
　  ～9/15(水)

11/6(土)
　～11/17(水)

2/14(月)
　  ～2/28(月)

1次：
10/8(金)10/2(土) 2次：

10/22(金)

1次：
12/10(金)

2次：
12/23(木)12/4(土)

3/18(金)3/12(土)

担当者と
日時を調整

担当者と
日時を調整

担当者と
日時を調整

女子駅伝

バドミントン

Ⅱ 全クラブ共通

女子ソフトボール
女子駅伝
バドミントン

10/1(金)～10/15(金)

Ⅲ 12/7(火)～2/14(月)

9 /25(土)

11/27(土)

3/9(水)

選考日

放送・メディア映像学科
若干名

人間生活学科
若干名

食物栄養学科
5名

出願資格 本学を第一志望とする者（専願）で、次の1～7のすべてに該当する者

1）　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者または2022年3月卒業見込みの者。
2）　通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または2022年3月修了見込みの者。
3）　文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を修了した者、または2022年3月修了見込みの者。
4）　本学主催のセレクションに参加し、合格した者。
5）　人物・技量が優秀な者として出身学校の学校長またはクラブ顧問（監督）の推薦が受けられる者。
6）　Ⅰ期・Ⅱ期は高等学校3年1学期（前期）までの全体評定平均値が、Ⅲ期は高等学校3年2学期
　　（または前期）までの全体の評定平均値が3.0以上の者
　　※食物栄養学科では別途基準あり。詳細は入試センター（072-265-7200）までお問い合せください。
7）　入学後、大学強化クラブに所属し、当該種目の活動を4年間継続して行う意思を有する者

※事情によりプレーヤーとして継続できない場合においても、チーム運営のマネジメント業務等において部員としてチームに貢献する意思を有する者。

特典内容

全額免除

入学金
（20万円）

1．セレクションを希望する者は、入試センター（072-265-7200）にお電話ください。
2．セレクション参加申込書をセレクション申込期間内に郵送(市販の封筒を使用)、
　またはFAX（072-265-8202）にてお申し込みください。（締切日17:00必着）
　※「セレクション参加申込書」は本学ホームページからダウンロードしてください。
3.セレクション集合場所は、すべて本学（大阪府堺市）です。雨天も決行します。
　※出願および選考方法等については「学生募集要項」を参照してください。

＜セレクションについて＞

スポーツ推薦入試
専用ページへ▶

強化クラブ発足7年目。
新型コロナウィルスの影響で厳しい
活動環境となっていますが、多くの
方々のご協力により、学生たちも最
大限に努力し地道なトレーニングを
続けています。
関西学生リーグでは女子が二部、
男子が三部の位置から更に上部を
目指しています。
全国大会（インカレ）にはまだ出場
できていませんが、多世代間の交流
を通じクラブ生の学びの意欲を高め
それぞれの成長に繋げています。

●1990～2013年
　元実業団チーム・三洋電機コーチ～監督～部長北京五輪女子
ダブルス５位入賞の「オグシオ」こと小椋・潮田ペアの指導を
はじめ、多数の日本代表やチャンピオンを育成。

監督
喜多　努

羽衣国際大学入試センター

（現代社会学部准教授）

スポーツ推薦入試に関する
ご 質 問・お 問 い 合 わ せ

京都成章高等学校出身
（京都府）

経歴

要事前予約
予約はこの
QRコードから

196 SUN 167 SAT 177 SUN 68 SAT

78 SUN 218 SUN 119 SUN 910 SUN 1812 SUN

開催時間

● スローガン Act by yourself & open your future ! 
自ら動き、未来を切り拓け！
～自身の可能性とクラブの魅力を高めていこう～　

● 内容 失敗を恐れず、まずは自ら動く。わからないことは考え、調べ、聞いたり、
確認したり。活動を通じて、様々な場面で的確な判断・行動ができるよう
経験を積み、将来の可能性を高めていけるよう日々過ごしましょう。

バドミントンクラブ紹介

学生スポーツライフを
通じてタフに、そして
幸せになるよう学ぼう

● 2022年度大会スケジュール
４月末～
5月中旬
５月末～
６月

８月末～９月上旬
９月
10月
11月
12月
２月

関西学生春季リーグ（団体戦）
関西学生選手権（個人戦）
大阪総合選手権（個人戦）
大阪府国体選考1次予選（個人戦）
西日本学生選手権（団体戦・個人戦）
関西学生秋季リーグ（団体戦）
全日本学生選手権（団体戦・個人戦）
関西学生選手権新人戦（個人戦）
大阪学生リーグ戦（団体戦）
大阪学生選手権（個人戦）

● 主な戦績（2021年度）

関西学生選手権 Bシングルス １～３位
関西学生秋季リーグ 二部5位
大阪学生リーグ 二部優勝 一部昇格

関西学生秋季リーグ 三部３位
大阪学生リーグ 三部優勝 二部昇格

女子

男子

関西学生新人戦・大阪学生選手権
大阪総合選手権・近畿総合選手権

男女
出場

男女

インタビュー

指導者紹介

会場では“のびざかり”の
「はごキャス」がサポートします！

全国大会を
目指して

がんばっていま
す！！

起床
朝食
登校
1限、2限授業
昼休み（昼食）
3限、4限授業
部活
帰宅、入浴
夕食、ストレッチ
復習
就寝

7:00
7:30
8:40

9:00～12:00
12:00

13:00～16:00
16:30～20:00

21:30
22:00

23:00

1日の
スケジュール

2021年度  新入生歓迎登山トレーニング

2021年度  二期生卒業式

バドミントン
も

大学生活も

可能性にチ
ャレンジ

〒592-8344　大阪府堺市西区浜寺南町 1-89-1　南海本線羽衣駅（急行・空港急行停車駅）、JR 阪和線東羽衣駅から徒歩 7 分

2023年度

強化指定
クラブ案内

硬式野球部

バドミントン
クラブ

女子駅伝部

女子
ソフトボール部

2004年アテネオリンピック日本代表コーチ

関西学生春季リーグ 【中止】



● 2022年度大会スケジュール
  4月

5月、6月
  8月
   8月

  9月、10月
11月

春季リーグ（Ⅱ部スタート） 
全日本総合選手権大会　大阪予選、近畿予選
西日本インカレ（出場の場合）
全日本インカレ（出場の場合）
秋季リーグ
新人戦

京都成安高校（現 京都産業
大学附属高校）、園田学園
女子大卒業後、日立マクセ
ル㈱女子ソフトボール部
に所属。選手としての9年
目はコーチを兼任。今季監
督就任7年目を迎え、さら
なる飛躍を目指す。現役時
代に経験したソフトボール
の「面白さや難しさ」そして
「嬉しさや悔しさ」を学生た
ちと共に感じながら、チーム
力向上を図る。

監督
小林 朝子
（本学職員）

部長
森本 和義

（本学 現代社会学科教授）

Q１.なぜ羽衣国際大学のクラブを選びましたか？
高校とグラウンドが近く、練習を見かけることがよくありましたが、
選手同士の仲が良く、雰囲気の良いチームだと思い、このチームで
ソフトボールをしたいと思ったからです。

Q2.ソフトボールを通して学んだこと
コロナウイルスの影響で思うように練習ができない中、改めてソフ
トボールを一生懸命に取り組むことの楽しさを感じ、ソフトボール
が出来る環境の有難さを痛感しました。

Q4.心に残っている出来事
怪我をしてスポーツ整形に受診し
た時に体が硬いことも原因の1つで
あると言われたことです。今までは
体が硬くても支障はなかったので
すが、大学生になってパフォーマン
スレベルを上げる際に体の柔らか
さがいかに大切かということに気
づきました。現在ではリハビリで教
わったストレッチを毎日継続して
おり、おかげで体が柔らかくなりま
した。

Q3.あなたの目標
柔軟な対応力を身に付けた社会人
になる事です。また、ソフトボール
だけでなく、私生活の場面でも視野
を広くもち、常に周りを見て行動し
ていきたいとも考えています。

小林  夏希さん
現代社会学科　２年

羽衣学園高等学校出身
（大阪府）

女子駅伝部紹介

社会で活躍、人生を豊かに
輝ける女性へ
競技を通じてマネジメント力を身につける

女子ソフトボール部紹介

強く、たくましく
そして愛される人に！！

硬式野球部紹介

野球を通して自己を磨き
人生を切り拓く
８度目のリーグ優勝と５度目の昇格を果たす

監督

石川県出身
松尾 典子

大阪体育大学を卒業後、ダイハツ工業陸
上競技部所属を経て競技引退後はマス
ターズ大会やフルマラソンに参加。

収束の見えないコロナ禍の中、大学のご
理解の下、感染予防対策を万全に部員は
笑顔を絶やさずトレーニングに励んでお
ります。強化部に指定されている女子駅
伝部を全日本大学女子駅伝出場に導き、
部員とともに成長していくクラブにする
ことが私の目的です。

● 主な戦績（2021年度）

● 2022年度大会スケジュール

春季リーグ戦　近畿学生野球連盟三部リーグ  1位　入替戦中止
秋季リーグ戦　近畿学生野球連盟三部リーグ  2位
新人戦　開催中止

  ４月　春季リーグ戦　4月開幕
  ９月　秋季リーグ戦　開催予定
11月　新人戦　開催予定

● 主な戦績

● 2022年度
　 大会スケジュール

関西学生対抗女子駅伝11位

全国招待大学対抗男女混合駅伝
関西学連選抜　4区　区間4位

全国都道府県駅伝競走大会
和歌山県代表

大阪選手権5000m優勝

関西学生ハーフマラソン4位

5月
7月
9月
9月
10月
1月
2月

関西学生陸上
西日本学生陸上
全日本学生陸上
関西学生対抗女子駅伝
関西学生種目別選手権
関西学生ハーフマラソン
全国招待大学対抗男女混合駅伝

● スローガン 明るく！ 楽しく！ 美しく！

● 内容 私たちは全国大会入賞（全日本インカレ、全日本大学女子駅伝）を
目指し日々練習に打ち込んでいます。また、アスリートとしての成
長だけでなく魅力ある女性の育成にも力を入れており、「明るく！
楽しく！美しく！」過ごせる女性を目指し日々自己練磨しています。

Q１.羽衣国際大学野球部に入部したきっかけ
高校野球を終え、大学でも野球を続けようと思ったので羽衣国際大
学野球部の体験練習に参加しました。そのときの高校野球のような
真剣さと熱量で取り組む大学生の姿を見て心が打たれ入部を決意し
ました。

Q2.野球を通して学んだこと
チームで取り組んでいる挨拶や礼儀、言葉遣いに加え、目上の人の
接し方など、社会に出るために必要な準備を野球部の活動を通して
学んでいます。

Q4心に残っている出来事
2学年上の先輩方の学生生活で最後と
なるリーグ戦の試合です。
コロナの影響でリーグ戦の中止が決
まり優勝と昇格を果たすことができ
なかったのですが、最後の試合で、四
年生がユニフォームを泥だらけにし
ながら戦う姿を忘れません。自分が四
年生になったときにも、先輩方のよう
な生き方ができるように、日々取り組
んでいきたいと思います。

Q3.あなたの目標
チーム目標である「リーグ優勝と上
位リーグへの昇格」に貢献すること
を自分の目標にしています。チーム
のために自分に何ができるのかを考
えて行動をしたいと思います。

河渕  稜さん

起床

練習開始

練習終了

3限目授業

4限目授業

個人練習

帰宅

就寝

5：30

9：15

12：00

13：00

14：40

19：00

22：00

現代社会学科　3年

和歌山県立
笠田高等学校出身
（和歌山県）

役職 ： 主務

野球を通じて人間形成を図ります。学生
の本分は勉強、学生野球の本分は練習で
す。公式戦も大切ですが、それよりも大切
なのは、日々の練習だと思っています。

● スローガン
・礼儀正しい大学野球部
・文武両道を目指す大学野球部
・高校より感動できる大学野球部
・皆から愛される大学野球部

● 内容

神奈川・鎌倉学園高校では、
内野手として春の甲子園
出場。日本通運（社会人
日本一）を経て、西鉄ライ
オンズ・阪神タイガース
などで主軸打者として活躍。
引退後は、阪神タイガース・
ダイエーホークス・横浜ベイ
スターズなどで、コーチ・
二軍監督を務める。

総監督
竹之内 雅史

日本体育大学出身（捕手）
明治神宮野球大会（ベスト4）
大学野球選手権大会（ベスト4）

●1999～2006年
　和歌山・初芝橋本高等学校
　コーチ・監督
　第83回全国高等学校野球
　選手権大会（夏の甲子園）出場
●2009～2016年
　大学野球部副部長、コーチ
●2016年秋～現在
　大学野球部監督に就任

監督
伊丹 康治
（本学職員）

経歴

指導歴

指導者紹介

Q１.女子駅伝部入部のきっかけ
コロナ禍で思うように練習や大会に参加出来ず不完全燃焼のまま
陸上をどうするのか考えていた時、監督からお誘い頂いたのがきっかけ
です。実業団で活躍された監督の下で陸上を専門的に学べること、
メンバー全員で全国駅伝に出場するという目標を持って活動できる
ことに魅力を感じ、この羽衣国際大学女子駅伝部を選びました。少人
数ですがそれぞれが高い意識のもと団結し練習に励んでいます。

Q2.女子駅伝部を通して学んだこと
競技パフォーマンスの向上には日々の生活リズムが大切だということ
を学びました。私は入学と共に親元を離れ、駅伝部の寮で自炊していま
す。朝の弁当作りからスタートし朝練、授業、午後練、そして帰宅し勉強
しながら家事をこなしています。大変な時もありますが、授業で学ぶ
栄養学も積極的に取入れこれからも頑張っていきたいと思います。

Q4.心に残っている出来事
関西学生対校女子駅伝です。１区に
起用頂きましたが結果が出せなかっ
たことです。コロナ禍でしたが他学
も同じで、強豪校とは何が異なるの
か、何が足りないのか、チームとし今
一度見つめ直すきっかけとなりまし
た。今はこの悔しい思いをバネに次
の大会に向け、今出来ることを一つ
一つ全力で取り組んでいきます。

Q3.私の目標
駅伝部として全日本大学女子駅伝に
出場することです。学業面では管理
栄養士の国家資格と栄養教諭一種免
許の取得を目指しています。子ども
達に陸上の楽しさ、栄養の大切さを
伝えていきたいと思っています。

中澤  麻友さん

起床
朝練
1限目
2限目
昼休み
3限目
4限目
練習開始
練習終了
帰宅
課題・復習
就寝

5:30
7:00
9:00
10:40
12:10
13:00
14:40
16:20
18:30
19:00
21:30
22:30

食物栄養学科　2年

摂津高等学校出身
（大阪府）

陸上種目 ： 中長距離

起床

登校

授業

練習開始

練習終了

片付け

帰宅

夕食

就寝

6：00

8：40

 9：00～

16：30

19：30

20：00

20：30

21：00

23：30

（1限からある場合）

● スローガン 「Dreams are infinite!」 ～夢は無限大～

● 内容 ソフトボールというチームスポーツにおける協調性と課題解決力と選手の
個性を活かしつつ、強く、たくましく、そしてたくさんの人に愛されるチーム
づくりを目指しています。

1日の
スケジュール

1日の
スケジュール指導者紹介 指導者紹介

インタビュー インタビュー インタビュー

こっちに
打たせてO

K！

そろそろ
打球きます

よ！

● 主な戦績（2021年度）
● 関西学生春季リーグ　Ⅱ部Aグループ  1勝3敗　グループ3位
　 順位決定戦　（VS びわこスポーツ成蹊大 7-0 勝）　Ⅱ部7位 （西カレ出場決定）
● 全日本インカレ近畿予選　1回戦　（VS 天理大 1-2 負［10回タイブレーク］）
● 関西学生秋季リーグ　Ⅱ部Bグループ  2勝2敗　グループ3位
 　順位決定戦　（VS 大阪体育大 0-6 負）　Ⅱ部6位
● 新人戦（龍谷大と合同）　1回戦　（VS親和女子大 0-3 負）

コロナウイルスの影響を受け下記の大会のみ実施

ここで一発！

ピンチを
抑えるよ！

1987年
同志社大学商学部卒業

1991年
大阪市立大学博士（経営学）
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EKIDEN最高
！
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！

エクササイ
ズ

野球を通し
て

育んだ絆は
一生の宝で

す！
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ー
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体の歪みを
改善


