
メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月1日 中日新聞（東三河） ウクライナ避難民の今　豊川高生　講演通じ学ぶ 都市情報学部：稲葉千晴教授

10月1日 中日スポーツ 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ（1日） 硬式野球部

10月1日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大主将の小林成美が３０００ｍ出場「チームを引っ張りたい」／ＡＣ
Ｃ新潟

外国語学部4年：小林成美さん

10月1日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１５節】まもなく開始！名城ｖｓ
愛知淑徳

蹴球部

10月1日 エキサイトニュース 【速報中】名城ｖｓ愛知淑徳は、名城が３点リードで前半を折り返す 蹴球部

10月1日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１５節】名城が愛知淑徳を突
き放しての勝利

蹴球部

10月2日 中日新聞 【大学野球】愛工大、中部大接戦を制し先勝　愛知秋季L 硬式野球部

10月2日 中日新聞 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ（2日） 硬式野球部

10月2日 中日スポーツ 【愛知大学野球】（1日） 硬式野球部

10月2日 中日スポーツ ◇中部日本学生軟式野球リーグ（1日） 軟式野球部

10月2日 読売新聞 【愛知大学野球】秋季リーグ戦（1日） 硬式野球部

10月2日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　私学祭　体育大会サッカー競技（愛知）１０／２結果速報！ 附属高校

10月2日 Yahoo!ニュース
【東海・北陸】就職力が高い大学ランキング！　１位は「名古屋大学」【２
０２２年調査結果】

10月2日 エキサイトニュース
【東海学生アメリカンフットボールリーグ１部第３節】まもなく開始！名城ｖ
ｓ名古屋

アメリカンフットボール部

10月2日 Yahoo!ニュース 【東海・北陸】キャンパスが立派な大学ランキング！　１位は「名城大学」

10月2日 エキサイトニュース
【東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会第３日】まもなく開始！
中京ｖｓ名城

バレーボール部

10月2日
47NEWS(全国新聞
ネット)

池上彰さん、原油高の今「脱炭素への好機に」　呉でシンポ、ものづくり
議論

池上彰教授

10月3日 中日新聞 ◇バレーボール　東海大学リーグ（1日） バレーボール部

10月3日 中日新聞 ◇ハンドボール　東海学生リーグ（1日） ハンドボール部

10月3日 中日新聞 ◇県高校新人体育陸上（9月24、25日） 附属高校

10月3日 中日新聞 卓越の研究　吉報待つ
飯島澄男終身教授、佐川眞人カー
ボンニュートラル研究推進機構シニ
アフェロー

10月3日 中日新聞 【大学野球】中部大が連勝　愛知秋季L 硬式野球部

10月3日 中日スポーツ ◇バレーボール・東海大学リーグ（1日） バレーボール部

10月3日 中日スポーツ 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

10月3日 中日スポーツ 【愛知大学野球】第5週第2日　中部大が連勝 硬式野球部

10月3日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】解決型のビジネス学ぶ 池上彰教授

10月3日 読売新聞 【愛知大学野球】秋季リーグ戦（2日） 硬式野球部

10月3日 NHK ニュース（東海三県）赤﨑さんの功績伝える特別展
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

10月3日 AERA N0.41 専門職だけじゃない　活躍の場は無限大 情報工学部：佐川雄二教授

10月3日
アメーバニュース(サ
イバーエージェント)

阪神がドラフトで獲るべきは打てる野手　将来の「投手王国」へ甲子園育
ちの本格派も狙いたい

経済学部4年：野口泰司さん

10月3日 エキサイトニュース
クリーンエネルギー技術がテーマの国際会議「第４回ＲＤ２０」　産総研
が開催し各国の研究機関長ら参加

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月3日
livedoor ニュース
(LINE)

衝撃デビューから１年　五輪めざす陸上界の「フワちゃん」の現在地 女子駅伝部

2022/11/2

名城大学、卒業生、教員、在学生など、本学関係者が紹介された新聞・テレビなどの媒体を紹介します。

※メディア名の前に「★」印があるものは、教職員および本学関係者の方からお寄せいただいた情報です。

本学に関する記事や話題がございましたら、ぜひ渉外部までお知らせください。
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月3日 エキサイトニュース
『名城大学　女子駅伝部』史上初の大学女子駅伝５年連続２冠を目指し
スペシャルキャンペーンサイト「ＭＥＩＪＯ　ＳＣＨＯＯＬＭＡＴＥ　ＴＡＳＵＫＩ」
を開設！

女子駅伝部

10月3日 財経新聞
トライグループ、完全マンツーマンで“受験パーソナルトレーナー”が指
導する新サービス「難関大合格パーソナルプログラム」開始

10月3日
月陸Online(陸上競技
社)

２０２２全日本大学女子駅伝出場校 女子駅伝部

10月3日
高校生新聞(スクール
パートナーズ)

【早わかりＱ＆Ａ】ノーベル賞２０２２　６分野の発表日はいつ？　日本人
の歴代受賞者は？

故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授、天野浩特別栄誉教授・吉野彰
終身教授・特別栄誉教授

10月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【一覧】大学生プロ志望届　亜大・田中幹也内野手ら新たに１１人が提出　
計１７６人

経済学部4年：野口泰司さん

10月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大・多和田が同点打、逆転優勝に望み【愛知大学野球１部リーグ】 経営学部2年：多和田尚旗さん

10月3日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】赤崎教授特別展　～世界を変えた青いヒカリ～　公開スター
ト

故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

10月3日 SPORTING NEWS 【プロ野球志望届】大学日本一の亜細亜大から田中、青山らが提出 経済学部4年：野口泰司さん

10月4日 中日新聞 【大学野球】名城大が勝ち点　愛知秋季L 硬式野球部

10月4日 中日スポーツ ◇バレーボール・東海大学リーグ（2日） バレーボール部

10月4日 中日スポーツ ◇アメリカンフットボール・東海学生リーグ（2日） アメリカンフットボール部

10月4日 中日スポーツ ◇ハンドボール・東海学生リーグ最終日（2日） ハンドボール部

10月4日 中日スポーツ ◇ラグビー・東海学生リーグ（2日） ラグビー部

10月4日 中日スポーツ 【愛知大学野球】第5週第3日（3日）　名城大Vへ望み 硬式野球部

10月4日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】中部経済生き残りへ　産官学で知恵と工夫を 経営学部：田中武憲教授

10月4日 読売新聞 赤﨑勇さんの功績に迫る　14年ノーベル賞名城大で展示
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

10月4日 読売新聞 【愛知大学野球】秋季リーグ戦（3日） 硬式野球部

10月4日 CBC 【チャント！】歴代受賞者の功績をひもとく 飯島澄男終身教授

10月4日 NHK 【まるっと！】ノーベル物理学賞　まもなく発表 飯島澄男終身教授

10月4日 東海テレビ 【ニュースOne】まもなくノーベル物理学賞　東海から？ 飯島澄男終身教授

10月4日 メ～テレ 【アップ！】ノーベル物理学賞　注目の候補者 飯島澄男終身教授

10月4日 ノアドット
驚異的「円安ドル高」が大リーグを目指す日本人選手に与える“意外な
影響”

外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月4日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【東海・北陸】時代にマッチしている大学ランキングＴＯＰ１０！　１位は
「名古屋大学」【２０２２年調査結果】

10月4日 @niftyニュース
女子駅伝部を応援するスペシャルキャンペーンサイトを開設！名城大学
「ＭＥＩＪＯ　ＳＣＨＯＯＬＭＡＴＥ　ＴＡＳＵＫＩ」

女子駅伝部

10月4日
livedoor ニュース
(LINE)

ノーベル賞　２年連続で日本人の受賞なるか？　“夢の新素材”発見した
東海地方の候補者

飯島澄男終身教授

10月4日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【一覧】大学生プロ志望届　新たに１人が提出　計１７７人 経済学部4年：野口泰司さん

10月4日
livedoor ニュース
(LINE)

用途広がり年々期待高まる…まもなく発表『ノーベル物理学賞』カーボン
ナノチューブ発見の名城大・飯島氏は

飯島澄男終身教授

10月4日 SPORTING NEWS 【プロ野球志望届】明徳義塾の左腕・吉村らが提出 経済学部4年：野口泰司さん

10月5日 中京テレビ 【キャッチ！】ノーベル化学賞　まもなく 飯島澄男終身教授

10月5日 メ～テレ 【アップ！】東海地方ゆかりの候補者 飯島澄男終身教授

10月5日 ★毎日新聞 野球伝来150年の節目に最年少3冠王　村上の活躍がもたらす意義 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月5日 毎日新聞 三菱ＵＦＪ銀　６大学の研究と企業７０社橋渡し　／三重

10月5日 産経ニュース 米大リーグＭＶＰは大谷かジャッジか　比較難しい両者の評価基準 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月5日 日本経済新聞 ５日夕はノーベル化学賞発表　日本人受賞なるか 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月5日 グノシー
ノーベル化学賞の受賞なるか．．．東海地方ゆかりの候補たち「ロ
ジャー・アダムス賞」受賞者の中部大・山本氏ら

飯島澄男終身教授、佐川眞人カー
ボンニュートラル研究推進機構シニ
アフェロー
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月5日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【一覧】大学生プロ志望届　新たに６人が提出　計１８３人 経済学部4年：野口泰司さん

10月5日 All About NEWS
東海・北陸の高校生に聞いた「時代にマッチしている大学」　３位　名古
屋外国語大、２位　名城大、１位は？

10月5日
とれまがニュース(サ
イトスコープ)

「パラレルワールド」の認知度は２０％超！「量子もつれ」の認知度は１
０％弱！　量子新発想ビジネスに期待する、「これから副業したい人」で
は３８．７％　会社員等４，５００人意識調査　ＡＱＵ先端テクノロジー

10月5日 @niftyニュース
ノーベル賞で注目の沖縄科学技術大学院大学ってどんな学校？　質高
い論文研究機関で世界９位

野依良治客員教授、吉野彰終身教
授・特別栄誉教授

10月5日 Yahoo!ニュース ノーベル化学賞に「クリックケミストリー」の米欧３氏 野依良治客員教授

10月6日
★産経新聞（夕刊）
（大阪）

米大リーグＭＶＰは大谷かジャッジか 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月6日 朝日新聞 分子を狙い通り結合　ノーベル化学賞 野依良治客員教授

10月6日 中日新聞 効率的な化学合成　化学賞 野依良治客員教授

10月6日 中日新聞 みりんをテーマにした「伝統的酒造りシンポ」 農学部：加藤雅士教授

10月6日 中日スポーツ ◇東海地区大学準硬式野球1部リーグ戦（5日） 準硬式野球部

10月6日 毎日新聞 化学賞に欧米3氏　分子合成研究　創薬に貢献 野依良治客員教授

10月6日 読売新聞 ノーベル化学賞　米欧3氏　効率的な分子合成法開発 野依良治客員教授

10月6日 中日新聞 野依さん盟友　2度目栄誉 野依良治客員教授

10月6日 日本経済新聞 「クリックケミストリー」多分野に道 野依良治客員教授

10月6日 日本経済新聞 ノーベル化学賞　米欧3氏　簡単に分子合成、創薬に寄与 野依良治客員教授

10月6日 SPORTING NEWS
【プロ野球志望届】霞ケ浦の１５２キロ右腕・赤羽や國學院大の山崎らが
提出

経済学部4年：野口泰司さん

10月6日 ★Yahoo!ニュース
青色ＬＥＤで「世界を変えた」　２０１４年ノーベル物理学賞の赤崎勇特別
展が名城大で始まる

故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

10月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「もったいない」　若手芸術家の作品を商品化　岐阜大生の夏目さん 本学出身者：夏目一輝さん

10月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

中日のドラフト補強ポイント　二遊間の補強が急務、立浪２世の逸材発
掘なるか

経済学部4年：野口泰司さん

10月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【一覧】大学生プロ志望届　日体大・矢沢宏太ら計１８７人が提出 経済学部4年：野口泰司さん

10月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

プロ志望届締め切り　高校生１５４名、大学生１８７名、計３４１名が提出
／プロ野球志望届提出者一覧

経済学部4年：野口泰司さん

10月6日
BASEBALL 
KING(FromOne)

２０２２年度「プロ野球志望届」提出者リスト＜大学生＞ 経済学部4年：野口泰司さん

10月6日
JPubb(レッドクルー
ズ)

【変更】愛知県大学対抗ハッカソン“Ｈａｃｋ　Ａｉｃｈｉ＋２０２２”の参加大学
が決定しました

10月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

プロ志望届を締め切り　高松商のスラッガー・浅野や白鴎大の左腕・曽
谷ら計３４１人が提出

経済学部4年：野口泰司さん

10月6日 SPORTING NEWS
【プロ野球志望届】日本文理大の前田ら大学生３名が提出　高校生１５４
名、大学生１８７名で締め切り

経済学部4年：野口泰司さん

10月7日 ★朝日新聞 国葬反対「8割大陸」撤回 都市情報学部：昇秀樹教授

10月7日 朝日新聞 朝日カルチャーセンター　◆入門日本仏教史 齋藤滋非常勤講師

10月7日 中日スポーツ 山田　沢井ら計341人　プロ志望届締め切り 経済学部4年：野口泰司さん

10月7日 毎日新聞 名大研究者　驚きと喜び 野依良治客員教授

10月7日 毎日放送 【よんチャンTV】大谷翔平選手「W規定」 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月7日 トウシル ＬＥＤで日本人３人にノーベル賞【２０１４（平成２６）年１０月７日】
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授、天野浩特別栄誉教授

10月7日 Yahoo!ニュース 謝罪・撤回も「説明控える」１６回　「８割が大陸」投稿の三重県議 都市情報学部：昇秀樹教授

10月7日 PRESIDENT Online
いったいどこまで逮捕者が広がるのか…池上彰「東京五輪が汚職まみ
れになってしまった根本原因」　「アスリートファースト」は口だけだった

池上彰教授

10月7日 Yahoo!ニュース
男子が愛知学院大学、女子は中京大学が優勝　［Ｒ４東海大学テニス
リーグ］

硬式庭球部

10月7日 Yahoo!ニュース
「玉川発言」への批判、謹慎処分は正当なのか～放送コンプライアンス
の視点から考える

元教職員：郷原信郎さん

10月7日 朝日新聞デジタル 「政治家としてはいかがなものか」　三重県議の会見を見た識者は… 都市情報学部：昇秀樹教授
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月7日 All About NEWS
東海・北陸の高校生が選ぶ「勉強が面白い大学」ランキング！　３位「南
山大」、２位「名城大」、１位は？

10月8日 中日新聞 【いちご一会とちぎ国体2022 】◇陸上（7日） 附属高校

10月8日 中日新聞（なごや東） 秋祭り　尾張旭熱く　あす奉納
外国語学部：ブライアン・ガラカー特
任教授

10月8日 読売新聞
【キャンパス発　名城大・日本酒研究会】甘みと旨み　本物みりんを　甘
強酒造

農学部3年：川嶋隆之介さん、中根
姫杏さん、農学部2年：川島廉さん、
農学部：加藤雅士教授

10月8日 PRESIDENT Online
ＬＧＢＴの容認は、人間の堕落である…プーチン大統領が西側の反発を
承知でそこまで主張するワケ　「急速な変化」に恐怖心を抱く人たち

池上彰教授

10月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

広島のドラフト補強ポイント　手薄な左腕と「ポスト會澤」を担う捕手、レ
ギュラー脅かす強打者も

経済学部4年：野口泰司さん

10月8日 Yahoo!ニュース 高校生が「学校が発展していく」と思う大学ランキング２０２２

10月8日 エキサイトニュース 【速報中】名城ｖｓ南山は、名城が１点リードで前半を折り返す 蹴球部

10月9日
サンデー毎日（10月9
日号）

【大学プレスセンター　ニュースダイジェスト】「18歳成人」は是か非か？Z
世代の就活意識にも注目

10月9日 PRESIDENT Online
旧統一教会と政治の「癒着」はどこが問題なのか…創価学会と公明党
の関係から「政教分離」を解説する　「選挙ボランティア」そのものに問題
はない

池上彰教授

10月9日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】めざすは日本一の“打てる”キャッチャー！　野口泰司 経済学部4年：野口泰司さん

10月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

楽天のドラフト補強ポイント　左腕不足解消と炭谷銀仁＆＃６３７８５；の
後継捕手探し

経済学部4年：野口泰司さん

10月9日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第６１回　ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦　後期　１０／
８結果掲載！

蹴球部

10月9日
fuelle(NTTドコモ／
ZUU)

“みりん”の魅力と将来性を探る「伝統的酒造りシンポジウムｉｎ名古屋」
開催

農学部：加藤雅士教授

10月10日 中日スポーツ ◇ラグビー・東海学生リーグ（9日） ラグビー部

10月10日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】311　大学4年生に思うこと・上 池上彰教授

10月11日 dニュース(NTTドコモ)
【２０２２ドラフト候補を一挙解説】“二刀流”矢澤を最も評価する球団
は？　今秋はサプライズ指名連発の予感も＜ＳＬＵＧＧＥＲ＞

経済学部4年：野口泰司さん

10月11日 Yahoo!ニュース
【陸上】山本有真が女子５０００ｍ日本人学生最高でＶ　少年男子Ｂ３００
０ｍはハイレベルのレース　３年ぶり国体が閉幕／栃木国体

人間学部4年：山本有真さん

10月11日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】全日本大学女子駅伝対校選手権のパブリックビューイング
を開催します

10月11日 中日新聞
ドラフト会議まであと９日！東海３県「プロ野球スカウト名鑑」～パ・リー
グ編～　＜ドラフト指名有力選手リスト付き＞

経済学部4年：野口泰司さん

10月12日 朝日新聞 【国体】◇陸上　【成年女子】5000メートル決勝 人間学部4年：山本有真さん

10月12日 中日新聞 【sports愛知】◇ラグビー　東海学生リーグ（9日） ラグビー部

10月12日 中日新聞 【sports愛知】◇弓道　東海学生リーグ（9日） 弓道部

10月12日 中日新聞 【sports愛知】◇中部日本学生軟式野球リーグ（2日まで） 軟式野球部

10月12日 中日新聞
【sports愛知】◇バスケットU18ALL・AICHI・CHAMPIONSHIP名南支部1
次トーナメント（2日）

附属高校

10月12日 中日新聞 【いちご一会とちぎ国体2022】県勢男女総合4位で閉幕 人間学部4年：山本有真さん

10月12日 中日新聞 山本　成年女子5000メートルV　愛知・名城大 人間学部4年：山本有真さん

10月12日 読売新聞 【栃木国体2022】10日の記録　陸上 人間学部4年：山本有真さん

10月12日 読売新聞（東京） 栃木国体１０日　陸上３０００　浜口２位　少年男子＝長野 外国語学部4年：小林成美さん

10月12日 日刊スポーツ
とちぎ国体閉幕　東京５年ぶり天皇杯、皇后杯獲得　開催の栃木は男女
とも２位　来年は鹿児島県

人間学部4年：山本有真さん

10月12日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】名城大学祭２０２２を開催します！

10月12日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

フルコンタクトカラテ界初のインカレ　大学の名を背負い出場校１１３校
が出揃う！

空手道部

10月12日
JPubb(レッドクルー
ズ)

「北陸３県合同ＵＩＪターンセミナー」を開催します

10月12日
JPubb(レッドクルー
ズ)

あいち農業イノベーションプロジェクトにおける共同研究開発のキックオ
フ会議を開催します

4 / 11 



メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月12日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部の山本有真選手が国体５０００ｍ　日本人学生
最高タイムで優勝！！

人間学部4年：山本有真さん

10月12日
ベースボールチャン
ネル(カンゼン)

【ドラフト注目選手】名城大・野口泰司（のぐちたいし）の特徴、成績、評
価は？｜２０２２年プロ野球ドラフト会議

経済学部4年：野口泰司さん

10月13日 中日新聞 「塔博士」風にも負けず 卒業生：大沢和宏さん

10月13日 中部経済新聞 名商、学生と動画制作　和菓子店巡り観光振興 　

10月13日 読売新聞 重文に名古屋テレビ塔 卒業生：大沢和宏さん

10月13日 読売新聞 テレビ塔　逆風乗り越え　名古屋のシンボル国重文に 卒業生：大沢和宏さん

10月13日 NHK 【おはよう日本】OIST　高い成果生まれる理由は？ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月13日
月陸Online(陸上競技
社)

全日本大学女子駅伝のエントリーが発表　６連覇狙う名城大は小林、山
本ほか１年生６人登録、大東大・吉村、拓大・不破らも順当

女子駅伝部

10月13日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】仮想空間の魅力を多くの人に伝えたい！近未来な世界の
実現を目指す、次世代ＩＴエンジニア

理工学部4年：江崎響さん

10月13日 中国新聞デジタル
次代の呉へ今こそ変革　市制施行１２０周年記念講演会　池上彰さんも
登壇

池上彰教授

10月13日
livedoor ニュース
(LINE)

ドラフト注目選手　名古屋大・本田健悟「後悔したくない」名城大・野口泰
司「プロを目指してやってきた」

経済学部4年：野口泰司さん

10月14日 中日新聞 バス置き去り防止　識者に聞く　余裕ある保育へ人員増 経済学部：箕輪明子准教授

10月14日 中日スポーツ ◇東海地区大学準硬式野球1部リーグ戦（13日） 準硬式野球部

10月14日 中日スポーツ ◆波留、小笠原、英智各コーチと契約結ばず 卒業生：英智さん

10月14日 Yahoo!ニュース 高校生が「校風や雰囲気がよい」と思う大学ランキング２０２２

10月14日
ベースボールチャン
ネル(カンゼン)

【ドラフト注目選手】沖縄大・仲地礼亜（なかちれいあ）の特徴、成績、評
価は？｜２０２２年プロ野球ドラフト会議

経済学部4年：野口泰司さん

10月14日
大学プレスセンター
(大学通信)

コロナ禍で困窮する学生を「食」で支援　～「１００円朝食」など、各大学
で実施中の取り組み（２０２２年度）

10月14日 msnニュース
「矢澤宏太の二刀流は大谷翔平と違う形」「複数球団が１位指名しそうな
のは…」スカウトが“ドラフト有力大学生・社会人”をガチ評価

経済学部4年：野口泰司さん

10月14日
modelpress(ネットネ
イティブ)

【名城大学】野口泰司｜大学日本代表！強肩強打の”打てるキャッ
チャー”｜２０２２年　ドラフト候補

経済学部4年：野口泰司さん

10月14日
livedoor ニュース
(LINE)

｜２０２２年　ドラフト候補 経済学部4年：野口泰司さん

10月15日 朝日新聞 瀬戸際から復活　重文へ　名古屋テレビ塔 卒業生：大沢和宏さん

10月15日 読売新聞 学生科学賞　県知事賞に鈴木君 附属高校

10月15日 中日新聞 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ（15日） 硬式野球部

10月15日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰氏　マイナンバーカード反対の声は「なんとなく政府に対する信
頼が低いので」

池上彰教授

10月15日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰氏が米中間選挙を独自分析　“トランプ情報”投入で番組ジャック
も

池上彰教授

10月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「打てる捕手」今秋ドラフト候補名城大・野口泰司が好リードで貢献　無
安打も打力の片鱗見せる

経済学部4年：野口泰司さん

10月15日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１７節】まもなく開始！愛知東
邦ｖｓ名城

蹴球部

10月16日 中日新聞 【大学野球】名城大V大手　愛知秋季L 硬式野球部

10月16日 中日新聞 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ（16日） 硬式野球部

10月16日 中日スポーツ きょう勝てば春秋連覇　名城大大手 硬式野球部

10月16日 中日スポーツ 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ（16日） 硬式野球部

10月16日 毎日新聞
【池上彰のこれ聞いていいですか？】コロナ「冬乗り越えれば」　尾身茂
さん

池上彰教授

10月16日
サンスポ(産経デジタ
ル)

名城大が春秋連覇　愛知大学野球 硬式野球部

10月17日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール　東海大学リーグ（15日） バレーボール部

10月17日 中日新聞 EV用電池　蓄電に活用を　ノーベル賞・吉野さん　脱炭素展望示す 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月17日 中日新聞 自然科学系研究助成13件を決定 理工学部：神野定生准教授
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月17日 中日新聞 化学反応もっとシンプルに 野依良治客員教授

10月17日 中日新聞 名城大　初の春秋連覇 硬式野球部

10月17日 中日スポーツ ◇バレーボール・東海大学リーグ（16日） バレーボール部

10月17日 中日スポーツ 名城大春秋連覇！！ 硬式野球部

10月17日 東京新聞 「二刀流」矢沢に注目　20日プロ野球ドラフト会議 経済学部4年：野口泰司さん

10月17日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】312　大学4年生に思うこと・下 池上彰教授

10月17日 毎日新聞 名城大、春秋連覇　愛知大学野球 硬式野球部

10月17日 読売新聞 愛知大学野球　名城大が優勝
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

10月17日
ラブすぽ(日本文芸
社)

鈴木誠也の穴埋めを！広島カープが１位指名すべき森下翔太／中央
大

経済学部4年：野口泰司さん

10月17日 日刊スポーツ
【一覧】日体大・矢沢宏太、早大・蛭間拓哉ら１８７人が提出／大学生プ
ロ志望届

経済学部4年：野口泰司さん

10月17日 All About NEWS
東海・北陸の高校生に聞いた「キャンパスが立派な大学」ランキング！　
２位　名古屋大、１位は？

10月17日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】硬式野球部が愛知大学野球秋季リーグ戦　優勝！ 硬式野球部

10月18日 朝日新聞 ノーベル3賞専門家が振り返る（上） 野依良治客員教授

10月18日 中日新聞（岐阜） ◇バレーボール　東海大学リーグ（16日） バレーボール部

10月18日 中日新聞（岐阜） ◇ラグビー　東海学生リーグ（16日） ラグビー部

10月18日 中日スポーツ ◇ラグビー・東海学生リーグ（16日） ラグビー部

10月18日 中日スポーツ ◇アメリカンフットボール・東海学生リーグ（16日） アメリカンフットボール部

10月18日 読売新聞 ドラフト東海3県注目選手　イヒネ内野手攻守期待 経済学部4年：野口泰司さん

10月18日

大学ジャーナルオン
ライン(くらむぽん出
版／タッチポイント／
ユニバースケープ)

全国１２５大学が参加、１１／１２・１３開催の大学合同オンライン説明会
『ユニフェスＯｎｌｉｎｅ２０２２秋』予約受付中

10月18日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

産学連携事業「プレ企画展」

10月18日 奈良新聞 （株）コラントッテが名城大学女子駅伝部とサポート契約を締結 女子駅伝部

10月18日 エキサイトニュース
むかし“益鳥”、いま“害鳥”　駅前の空を埋め尽くすムクドリを徹底追
跡！昼間は意外な場所に！？

農学部：橋本啓史准教授

10月18日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】自分を知ることで自信がついたセメスター留学 外国語学部2年：荒野優奈さん

10月18日
中日スポーツ・東京
中日スポーツ

中京大、三浦の好投で勝ち点４に伸ばす　単独２位が確定【愛知大学野
球】

硬式野球部

10月19日 朝日新聞 ドラフト注目選手　大学生・社会人編 経済学部4年：野口泰司さん

10月19日 中日新聞 【WE LOVEジモスポ】あすプロ野球ドラフト　注目の2選手に迫る 経済学部4年：野口泰司さん

10月19日 中日新聞 ドラフト注目選手　大学生・社会人　即戦力期待1位は重複か 経済学部4年：野口泰司さん

10月19日 中日新聞 【大学野球】愛知秋季Ｌ　中京大快勝で全日程が終了 硬式野球部

10月19日 読売新聞 愛知大学野球　秋季リーグ（18日） 硬式野球部

10月19日 読売新聞 私立高募集2万1264人　2年連続増 附属高校

10月19日 中日新聞 アメリカンフットボール　東海学生リーグ（16日） アメリカンフットボール部

10月19日 Yahoo!ニュース
【ドラフト候補】名城大学「野口泰司」大学日本代表！強肩強打の“打て
るキャッチャー”

経済学部4年：野口泰司さん

10月19日 msnニュース
日本が世界の最先端だったナトリウムイオン電池開発　中国で２０２４年
にも量産化の見通し

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月19日
ニコニコニュース(ドワ
ンゴ)

「中国・韓国に抜かれた」と言われて久しいものづくりだが…世界で圧倒
的に強い日本の分野

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月19日 Yahoo!ニュース
指名漏れも経験した東京五輪胴上げ投手　スカウトの“読み合い”の
末、単独１位指名に成功した即戦力右腕

卒業生：栗林良吏さん
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月19日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【ドラフト】１位指名、上位指名予想、イチオシドラフト候補リスト 経済学部4年：野口泰司さん

10月19日 Yahoo!ニュース
指名漏れからドラフト１位、そして守護神へ・・・カープ・栗林良吏が振り
返るドラフト前夜

卒業生：栗林良吏さん

10月19日
VICTORY SPORTS 
NEWS

「１０．２０プロ野球ドラフト会議ガイド」　戦力分析で探る１２球団のドラフ
ト戦略　～パ・リーグ編

経済学部4年：野口泰司さん

10月20日 中日新聞 きょうドラフト会議 経済学部4年：野口泰司さん

10月20日 中日スポーツ ◇東海地区大学準硬式野球1部リーグ戦（19日） 準硬式野球部

10月20日 中日新聞 中部勢、西濃運輸・林ら注目　ドラフト 経済学部4年：野口泰司さん

10月20日 Yahoo!ニュース
【ドラフト候補】強肩強打の“打てるキャッチャー”　名城大学「野口泰司」
大学日本代表！

経済学部4年：野口泰司さん

10月20日
COMEMO(日本経済
新聞社)

ビジネスパーソンも「文理融合」の視点を持ちたいですね 池上彰教授

10月20日 All About NEWS
東海・北陸の高校生が選ぶ「就職力が高い大学」ランキング！　３位「南
山大」、２位「名城大」、１位は？

10月20日 PR TIMES
機械・電機系エンジニア向け、産学連携によるリスキリング※研修シス
テム『コグナビ　カレッジ』

10月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学生期待度ランキング　２５位－１１位　全国でも実績を残した投手、
大学日本代表の投手、遊撃手などをランクイン！

経済学部4年：野口泰司さん

10月20日
JPubb(レッドクルー
ズ)

（訂正）あいち農業イノベーションプロジェクトにおける共同研究開発の
キックオフ会議を開催します

10月20日 スポニチ
【ドラフト会議】全球団選択終了　主な指名漏れ選手　ヤクルト村上弟・
慶太、立大・山田ら無念

経済学部4年：野口泰司さん

10月20日 Yahoo!ニュース
【ドラフト】立大・山田、２８歳右腕・臼井に吉報届かず　大阪桐蔭２選手
も…主な指名漏れ選手

経済学部4年：野口泰司さん

10月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

花巻東・佐々木麟太郎、大阪桐蔭・前田悠伍、東洋大・細野晴希…２０２
３年ドラフトは好素材そろう

法学部3年：松本凌人さん

10月21日 毎日新聞 人材豊富な日本球界の証し 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月21日 dニュース(NTTドコモ)
【ドラフト】来年は花巻東・佐々木麟太郎、広陵・真鍋慧ら高校生スラッ
ガー注目／小関順二氏の目

法学部3年：松本凌人さん、岩井俊
介さん

10月21日 Yahoo!ニュース
東京六大学を代表するスラッガー・山田健太、大学日本代表捕手など指
名漏れとなった大学生たち

経済学部4年：野口泰司さん

10月22日 中日新聞 私立高全日制59人増 附属高校

10月22日 中日新聞 この先も時代と生きる 卒業生：大沢和宏さん

10月22日 中部経済新聞 失敗から生まれた大発見　人類進化の謎解きに栄誉 野依良治客員教授

10月22日 日本経済新聞 名古屋で和菓子店巡る旅　観光団体がスタンプラリー

10月22日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　私学祭　体育大会サッカー競技（愛知）１０／２３結果速
報！

附属高校

10月22日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第６１回　ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦　後期　１０／
２２結果速報！

蹴球部

10月22日 エキサイトニュース
【陸上】ライバルも脱帽する不破聖衣来の走り「まるで呼吸をしていない」
「きれいだな」

法学部1年：原田紗希さん

10月22日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１８節】まもなく開始！名城ｖｓ
名古屋商科

蹴球部

10月23日 中日新聞 名城大・野口MVP 経済学部4年：野口泰司さん

10月23日 中日スポーツ 名城大・野口がMVP 経済学部4年：野口泰司さん

10月23日
号外NET(本氣メディ
ア)

【仙台市】全日本大学女子駅伝開催！市バスのダイヤ変更、車輌全面
通行止めなど交通規制も！

女子駅伝部

10月24日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール　東海大学リーグ（22日） バレーボール部

10月24日 中日新聞
【sports愛知】◇県高体連尾張・名古屋・知多地区新人柔道体重別選手
権（15日）

附属高校

10月24日 中日新聞 名城大生　交通安全見守って　天白署などサポーターに任命 ボランティア協議会

10月24日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】313　インフレを考える 池上彰教授

10月24日 中京テレビ
【キャッチ！】アスリート全力応援　プロ野球の指名を待つ母＆息子　運
命の一日…その結末は

経済学部4年：野口泰司さん

10月24日 Yahoo!ニュース 秋季東海地区大学野球　皇學館大４年ぶりＶ、三連盟王座決定戦へ 硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月24日 ハピママ*(ぴあ)
ＥＶモビリティメーカー（株）ブレイズが、名城大学＜起業講座～市場に
挑む・市場を拓く～＞に登壇いたしました

経営学部

10月24日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】準硬式野球部　創部６９年目の悲願達成！　東海地区１部
リーグ戦初優勝！

準硬式野球部

10月24日
livedoor ニュース
(LINE)

大学自動車部でも進むＥＶシフト「学生フォーミュラ」現地レポート 自動車部

10月24日 ノアドット
日建設計／パルコ主催のイベントに協力、大学生が木質可変ユニット組
み立て体験

10月25日 朝日新聞 【朝日教育会議】AI社会担う次世代技術者とは 情報工学部：佐川雄二教授

10月25日 中日新聞 常勝名城大　V6へ自信　全日本大学女子駅伝 30日号砲 女子駅伝部

10月25日 中日スポーツ ◇バレーボール・東海大学リーグ最終日（23日） バレーボール部

10月25日 中日スポーツ ◇ラグビー・東海学生リーグ（23日） ラグビー部

10月25日 読売新聞 名城大「タイムもこだわる」　大学女子駅伝　6連覇へ30日号砲 女子駅伝部

10月25日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人体育体操名北・名南・知多支部予選（9日） 附属高校

10月25日 dニュース(NTTドコモ)
高校通算９０本塁打もプロへの“課題”は多し　ドラフトまであと１年となっ
た怪物・佐々木麟太郎の「現在地」

法学部3年：松本凌人さん

10月25日 ノアドット
ジャッキー・ロビンソンの“遺産”を活用せざるを得ない…大リーグでの黒
人選手の実情

外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月25日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】農学部環境動物学研究室の木下さんが科学絵本雑誌のイ
ラストを担当

木下千尋研究員

10月25日
Infoseek ニュース(楽
天グループ)

提携大学の力を借りた「技術基礎研修」をリスキリング※に活用

10月25日 エキサイトニュース
名城大、強力メンバーで史上初の６連覇目指す…全日本大学女子駅伝
対校選手権３０日号砲

女子駅伝部

10月25日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

中高生の親世代３，６００人に聞いた理想の先生　先生になってもらいた
い著名人はやっぱりあの人！？～調査レポート「カンコーホームルー
ム」Ｖｏｌ．２０１「中高生の親世代が思う理想の先生」～

池上彰教授

10月26日 教育学術新聞 【私大のちから】「理系離れ」どう向き合うか

10月26日 教育学術新聞 私学高等教育　研究所より 鶴田弘樹事務局次長

10月26日 日本経済新聞 「ささる」魅力、新世代がPR 農学部：近藤歩准教授

10月26日 読売新聞 第40回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 女子駅伝部

10月26日
中日新聞（東三河、
西三河）

【アラカルト三河】◇地域のＳＤＧｓを学び・体験する講座「子どもたちの
未来につなぐ伝統の味・三河みりん講座」

農学部：加藤雅士教授

10月26日 JC-NET
「選挙コンサル」は民主主義の救世主か、それとも単なる「当選請負人」
か　その１

元教職員：郷原信郎さん

10月26日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】大学随一の異端児　マルチな視点から物事を考察する文武
両道の数学者！？

理工学部3年：北川大慈さん

10月26日 4years.(朝日新聞社)
名城大、杜の都で史上初の６連覇へ　強力な布陣で学生駅伝を超越し
た戦いを

女子駅伝部

10月26日 伊勢新聞 桑名商議所の新会頭に山本氏　臨時議員総会　三重 卒業生：山本重雄さん

10月27日 中日新聞 道風展入賞者決まる　小牧の小牟礼さんら最高賞 附属高校

10月27日 中京テレビ
【キャッチ！】アスリート全力応援　30日史上初の6連覇へ　女子大生た
ちの熱い戦い

女子駅伝部、人間学部4年：山本有
真さん

10月27日 Yahoo!ニュース
“名城大のスーパールーキー”米澤菜々香　史上初の全日本大学女子
駅伝６連覇へのキーマンになるか？

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月28日 中日スポーツ ◇東海地区大学準硬式野球1部リーグ戦（27日） 準硬式野球部

10月28日 読売新聞 全日本大学女子駅伝　30日号砲　名城大　未到V6へ 女子駅伝部

10月28日 あなたの静岡新聞 脱炭素社会実現へできることは　３０日、袋井で講座 大場正春名誉教授

10月28日 週刊文春 電子版 中間選挙前にバイデン必死｜池上彰 池上彰教授

10月28日 Yahoo!ニュース
【全日本大学女子駅伝５０００ｍベスト上位２０選手】　優勝候補筆頭の
名城大から７人　拓殖大・不破聖衣来は２位

女子駅伝部

10月28日
月陸Online(陸上競技
社)

女王・名城大が史上初６連覇に挑む！日体大、立命大、不破聖衣来擁
する拓大らが追随／全日本大学女子駅伝展望

女子駅伝部

10月29日 中日新聞 「対面」大学祭へ奮闘　３年ぶり　運営手探り

10月29日 中日スポーツ
【きょうのスポーツ】◇野球　東海地区・北陸・愛知３大学連盟代表王座
決定戦兼明治神宮大会代表決定戦第１日

硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月29日 BS日テレ 心をひとつに走り抜け！全日本大学女子駅伝　直前SP 女子駅伝部

10月29日
月陸Online(陸上競技
社)

６連覇目指す名城大は３区・山本有真＆５区・小林成美の布陣！拓大・
不破は今年も最長５区！／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月29日
au Webポータル
(mediba)

来秋の目玉は誰？２０２３年ドラフト候補の大学生５人を先取りチェッ
ク！【ドラフト注目選手】

法学部3年：松本凌人さん

10月29日
月陸Online(陸上競技
社)

女王・名城大「すべての力を出して勝ちに行く」米田勝朗監督が６連覇の
偉業へ意気込み／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月29日
ウィメンズヘルス
(ハースト婦人画報
社)

市販薬も依存性がある　依存の症状とその現状とは？ 卒業生：岩月 進さん

10月29日 Yahoo!ニュース
逸材だらけ…２０２３年ドラフト注目大学生５人（３）即戦力に期待のサイ
ドハンド

法学部3年：松本凌人さん

10月29日 朝日新聞デジタル 義務で書く日誌、気づいたうそ　ＯＧの提案が常勝への道を切り開いた 女子駅伝部：中尾真理子コーチ

10月29日 msnニュース
全日本大学女子駅伝３０日号砲　Ｖ６狙う名城大は最長５区に小林成
美、３区に山本有真で充実の布陣

女子駅伝部

10月29日 朝日新聞デジタル 「史上初」めざす名城大、１区に地元卒ルーキー　全日本大学女子駅伝
女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月29日 エキサイトニュース
史上初のＶ６へ名城大は盤石の布陣　米田監督はエース・小林に期待
「笑顔でタスキリレーを」

女子駅伝部

10月29日
livedoor ニュース
(LINE)

Ｖ６狙う名城大は１区に新人、拓大の不破は今年も５区…あす全日本大
学女子駅伝

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月29日 Yahoo!ニュース
【陸上】女王・名城大「すべての力を出して勝ちに行く」米田勝朗監督が６
連覇の偉業へ意気込み／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月29日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【全日本大学女子駅伝】名城大、史上初の６連覇へ盤石のエントリー　
米田監督「前半３区間で優位に」

女子駅伝部

10月29日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大が史上初６連覇に挑む！全日本大学女子駅伝、今日１２時１０
分に号砲！

女子駅伝部

10月30日 中日新聞 史上６連覇へ　名城大「全力を」 女子駅伝部

10月30日 中日新聞 【大学野球】皇学館大と名城大決勝へ　３連盟王座決定戦 硬式野球部

10月30日 中日スポーツ 皇学館大と名城大　３連盟戦決勝進出 硬式野球部

10月30日 中日スポーツ ◇アメリカンフットボール・東海学生リーグ（29日） アメリカンフットボール部

10月30日 中日スポーツ 名城大　史上初６連覇へ盤石 女子駅伝部

10月30日 読売新聞 全日本大学女子駅伝　きょう号砲 女子駅伝部

10月30日 読売新聞 名城大６連覇に挑む　きょう号砲　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日 読売新聞（宮城） 【全日本大学女子駅伝】きょう号砲　県勢が意欲 女子駅伝部

10月30日 中日スポーツ
【きょうのスポーツ】◇野球　東海地区・北陸・愛知３大学連盟代表王座
決定戦兼明治神宮大会代表決定戦最終日

硬式野球部

10月30日 日本テレビ まもなく！全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日 日本テレビ 大学女子駅伝日本一決定戦　第40回全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日 日本テレビ
【真相報道バンキシャ！】全日本大学女子駅伝　名城大史上初6連覇達
成

女子駅伝部

10月30日 日本テレビ 【Going!Sports&News】名城大史上初6連覇　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日 高校野球ドットコム
名城大の大学日本代表捕手。勝利に徹し、逆転を呼び込む二塁打を放
つ！

硬式野球部

10月30日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

名城大の剛腕サイドが規格外の平均球速をたたき出し、２回４奪三振の
好投！狙うは２３年の大学生ＮＯ．１投手＆ドラフト１位

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

10月30日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

名城大の大学日本代表捕手　勝利に徹し、逆転を呼び込む二塁打を放
つ！

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大６連覇へ好発進！スーパールーキー米澤奈々香が１区区間賞
／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

女王・名城大が独走！２区ルーキー石松も区間賞　日体大、城西大、立
命大が続く／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部、人間学部1年：石松愛
朱加さん

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大・山本有真が区間タイの快走！６連覇へ死角なし／全日本大学
女子駅伝

女子駅伝部、人間学部4年：山本有
真さん

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大・谷本七星が２年連続区間新！拓大・不破聖衣来は７位でスター
ト／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部、人間学部2年：谷本七
星さん

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大主将の小林成美が粘りの走りで首位キープ／全日本大学女子
駅伝

女子駅伝部、外国語学部4年：小林
成美さん

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

女王・名城大６連覇！！史上初の偉業達成！／全日本大学女子駅伝 女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大が史上初の６連覇達成！「築いたものを引き継いで連覇していき
たい」／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大６連覇　２位・立命大２０回目のトップ３　関大シード争い制す　拓
大・不破聖衣来５区区間賞／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月30日 Yahoo!ニュース
【陸上】名城大が史上初６連覇に挑む！全日本大学女子駅伝、今日１２
時１０分に号砲！

女子駅伝部

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

「これが最後という特別な思い」で名城大６連覇牽引した山本有真　積
水化学で世界目指す／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

「自立」が生んだ６連覇の偉業！さらなる黄金時代へ突っ走る女王・名
城大／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月30日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第２回東海学生サッカーリーグ新人戦　組み合わせ掲載！
１１／６開幕

蹴球部

10月30日 Yahoo!ニュース
杜の都駅伝、名城大は今年も厚い選手層　学生駅伝を超越した戦い
へ、史上初の６連覇なるか

女子駅伝部

10月30日 Yahoo!ニュース
【駅伝】名城大６連覇へ好発進！スーパールーキー米澤奈々香が１区
区間賞／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月30日 エキサイトニュース
スーパールーキー米沢奈々香が区間賞…母校の目の前で圧巻タスキリ
レー

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大のルーキー、米沢奈々香が１区区間賞　５区に不破聖衣来の拓
大は４位発進

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月30日 msnニュース 山本有真、区間タイ記録で他校圧倒…名城大Ｖ６へ異次元独走態勢
女子駅伝部、人間学部4年：山本有
真さん

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【全日本大学女子駅伝】名城大３区山本有真、区間記録タイの快走　国
体５０００ｍ優勝に続く快走

女子駅伝部、人間学部4年：山本有
真さん

10月30日 エキサイトニュース
谷本七星、２年連続区間新記録の快走…エース５区の小林成美へ盤石
トップリレー

女子駅伝部、人間学部2年：谷本七
星さん

10月30日 グノシー
谷本七星、２年連続区間新記録の快走．．．エース５区の小林成美へ盤
石トップリレー

女子駅伝部、人間学部2年：谷本七
星さん

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【全日本大学女子駅伝】名城大・谷本七星が４区で２年連続区間新　自
身の記録を２３秒塗り替える

女子駅伝部、人間学部2年：谷本七
星さん

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が５年ぶり神宮キップ　来年ドラフト候補・松本が打者１１人から８
奪三振、無失点救援で１点差死守

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

10月30日 dニュース(NTTドコモ)
【全日本大学女子駅伝】名城大が史上初６連覇！１区と２区で３７秒差　
最後まで独走、新たな歴史

女子駅伝部

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【全日本大学女子駅伝】名城大が史上初６連覇！２時間３分１１秒　最
後まで独走、新たな歴史築く

女子駅伝部

10月30日 Yahoo!ニュース
【陸上】女王・名城大６連覇！！史上初の偉業達成！／全日本大学女
子駅伝

女子駅伝部

10月30日 エキサイトニュース
名城大　異次元の強さで史上初の６連覇…２０年２区から１７区間連続
トップ

女子駅伝部

10月30日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝】名城大が史上初６連覇！！　１区から首位譲ら
ず完勝

女子駅伝部

10月30日 Yahoo!ニュース
【駅伝】名城大主将の小林成美が粘りの走りで首位キープ／全日本大
学女子駅伝

女子駅伝部、外国語学部4年：小林
成美さん

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が６連覇、２位は立命館大…全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が史上初の６連覇　５人区間賞　拓大・不破聖衣来も快走　全日
本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月30日 産経ニュース 名城大が史上初６連覇　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日 エキサイトニュース 名城大、初の６連覇＝全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日 産経ニュース 史上初６連覇の名城大、自分たちで考えるチームに成長 女子駅伝部

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

リリーフの名城大・松本凌人が打者１１人から８奪三振、無失点の快投
で神宮切符

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大・真田拓、粘り強く投げ６回途中４安打１失点　２回には自ら同点
打放つ

硬式野球部、人間学部4年：真田拓
さん

10月30日 エキサイトニュース
【全日本大学女子駅伝】名城大が史上初の６連覇　３区区間賞の山本
有真「頼もしい後輩に恵まれた」

女子駅伝部

10月30日 Yahoo!ニュース
名城大が史上初の６連覇達成、５区間で「区間賞」獲得　全日本大学女
子駅伝

女子駅伝部

10月30日 エキサイトニュース 名城大、隙なく６連覇＝全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大「全員駅伝」で史上初の６連覇　１区から先頭を譲らず独走で制
す【全日本学生女子駅伝】

女子駅伝部

10月30日 Yahoo!ニュース
【駅伝】「自立」が生んだ６連覇の偉業！さらなる黄金時代へ突っ走る女
王・名城大／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月30日 Yahoo!ニュース
新たに仙台大、名城大、九州共立大が神宮大会に出場決める！残り５
チーム！

硬式野球部

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「押しつける指導」やめ強くなった名城大　全日本大学女子駅伝でＶ６ 女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2022年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月30日
月陸Online(陸上競技
社)

６連覇の金字塔！女王・名城大「史上初」の重圧を跳ねのける圧巻の完
封リレー／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月31日 朝日新聞 名城大　史上初の6連覇 女子駅伝部

10月31日 中日新聞 名城大　史上初6連覇 女子駅伝部

10月31日 中日新聞 名城大がV　3連盟王座決定戦 硬式野球部

10月31日 中日新聞
【アラカルト】◇県消費者大会講座「くらしにやさしい経済のはなし～物価
高、上がらない賃金、円安などくらしから経済を考える」

経済学部：井内尚樹教授

10月31日 中日新聞（静岡） ◇ソフトボール　東海地区大学リーグ最終日（29日） ソフトボール部

10月31日 中日スポーツ 名城大5年ぶり8度目神宮切符 硬式野球部

10月31日 中部経済新聞 名城大が史上初6連覇　全日本大学女子駅伝　区間賞5人で圧勝 女子駅伝部

10月31日 東京新聞 【駅伝】名城大が圧勝　史上初６連覇　全日本大学女子 女子駅伝部

10月31日 毎日新聞 ★名城大が史上初６連覇 女子駅伝部

10月31日 読売新聞 名城大6連覇　大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日 読売新聞 名城大　今年も独走 女子駅伝部

10月31日 読売新聞 名城大V6　勢い1区から 女子駅伝部

10月31日 読売新聞 明治神宮大会へ　名城大出場切符 硬式野球部

10月31日 中日スポーツ 名城大1区から独走　史上初6連覇 女子駅伝部

10月31日 中日新聞（岐阜） ◇全日本卓球選手権大会（23日） 理工学部2年：柴田拓実さん

10月31日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】314　コロナ対策に意識の差 池上彰教授

10月31日 中京テレビ 【キャッチ！】史上初の６連覇　強さのヒミツは？　小林成美、山本有真 女子駅伝部

10月31日 Yahoo!ニュース
【駅伝】６連覇の金字塔！女王・名城大「史上初」の重圧を跳ねのける圧
巻の完封リレー／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月31日
SPORTS BULL(運動
通信社)

名城大、史上初６連覇…指揮官重要視の食トレで「壊れない体」武器に
圧倒

女子駅伝部

10月31日 ノアドット
明治神宮大会への初出場かけた決勝　皇學館大学が名城大学に惜敗　
大学野球三連盟王座決定戦

硬式野球部

10月31日 財経新聞
スタートアップ体験イベント「Ｓｔａｒｔｕｐ　Ｗｅｅｋｅｎｄ　名古屋」にスポン
サーとして参画

社会連携ゾーンshake

10月31日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名古屋商工会議所×名鉄協商×名城大学】名古屋の和菓子店舗を自
転車で巡るマイクロツーリズムをご提案　第２弾　秋キャンペーン開始と
観光プロモーション動画公開のお知らせ

10月31日 日刊スポーツ
【全日本大学女子駅伝】仙台育英出身の名城大・米沢、区間賞で６連覇
貢献　高校、大学で日本一

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月31日
とれまがニュース(サ
イトスコープ)

「ＭＢＰ」の女性長距離ランナーに対する骨質改善作用を記載した論文
が、第４１回三島賞（体力・栄養・免疫学会学術賞）を受賞

女子駅伝部

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
オリ“メジャー志望”２人の明暗…山本由は脇腹故障も影響薄、吉田正
はポスティングＮＯの可能性

外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月31日 msnニュース
仙台育英高出身の名城大・米沢奈々香、区間賞で大会史上初の６連覇
に貢献

女子駅伝部、人間学部1年：米澤
奈々香さん

10月31日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

第５３回　明治神宮野球大会　特設サイト 硬式野球部

10月31日
Number Web(文藝春
秋)

「ＧＴ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｌｅａｇｕｅ　２０２２」　決勝大会進出１０校が決定！ e-sports研究会
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