先々週から先週にかけ行われた主な試合結果と今週末までの試合予定、体育会のニュースをお知らせし
ます。ご声援よろしくお願いします。

＜主な記事＞
【全日本学生総合選手権大会・個人の部】３種目制覇
１０月２５日京都ハンナリーズアリーナで行われていた、
「全日本学生総合選手権大会・個人の

【卓球】男女

部」男子ダブルスで田添健汰（商２・希望が丘）郡山北斗（経営１・関西）ペアが、女子ダブルス
で鈴木李茄（商３・青森山田）安藤みなみ（商１・慶誠）ペアが優勝を果たしました。女子シング
ルスにおいても鈴木李茄が優勝しました。ご声援ありがとうございました。
【全日本大学グレコローマン選手権大会で団体 3 位】
１０月１４日～１５日に行われた「全日本大学グレコローマン選手権大会」において、決勝戦ま

【レスリング】

で３名が進む活躍をみせ、ベスト４に４人が入り、団体で３位になりました。
ご声援ありがとうございました。
59kg 級２位 北村侑磨（経済 4・玉名工業） 66kg 級２位 魚住彰吾（経済 4・育英）
85kg 級２位 与那覇竜太（経営 3・浦添工業）98kg 級３位 谷藤広基（経済 4・池田）
【ラグビー部試合チケット学内販売】ニッパツ三ツ沢球技場で行われる試合チケットを生田キャン
パスで販売します。専大ラグビー部員たちの躍動する姿もぜひご覧ください。
〈対象試合〉
○１１月

【ラグビー】

１日（日）対 中央大学

【問い合わせ先】surfc1929@gmail.com
１４時キックオフ

○１１月１４日（土）対 山梨学院大学 １２時キックオフ
〈販売について〉
○日程＝１０月１４日から毎週水曜、金曜の１２時～１３時
○場所＝生田キャンパス１０号館１階 エスカレーター付近
○金額＝中央席１８００円／一般席８００円（一般・学生同一料金です）
※学内販売日にご購入できない方はご連絡ください。
【集中応援日のお知らせ】
１１月８日に行われる「関東大学リーグ戦」対 明大戦は集中応援日となっています。試合会場の

【サッカー】

専大応援専用受付にて、学生証提示の専大生にチケットを無料配付します。
（先着１００人）
○日時＝１１月８日（日）１１時３０分キックオフ
○場所＝味の素スタジアム西競技場

＜国際大会・代表選手等＞
【ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ前半戦に土屋と近藤が日本代表選手として派遣】
土屋良輔（経営 3・嬬恋）、近藤太郎（経営 3・駒大苫小牧）が日本代表選手として「ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ
競技会 2015-2016」の前半戦に派遣されることが決まりました。ご声援よろしくお願いします。

【ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ】

＜大会名・開催地・期間＞

派遣期間：11 月 3 日～12 月 15 日

第1戦

カナダ・カルガリー

11 月 13 日～15 日

第2戦

アメリカ・ソルトレイクシティ

11 月 20 日～22 日

第3戦

ドイツ・インツェル

12 月 4 日 ～ 6 日

第4戦

オランダ・ヘレンベーン

12 月 11 日～13 日

【ジュニアワールドカップに菊池が日本代表施主として派遣】
菊池小巻（商１・翔陽）が「ジュニアワールドカップ・ドイツ大会およびフランス大会」に日本

【ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ】

代表選手として派遣されることが決まりました。ご声援よろしくお願いします。
＜派遣期間＞10 月 28 日～11 月 10 日
ジュニアワールドカップ・ドイツ大会（10/31 ボーフム）
ジュニアワールドカップ・フランス大会（11/6～7 サンモール）

＜１０/１２～２５の試合結果＞
部

名

１０月２５日現在

大会名 ・ 結 果

【自動車】

「軽自動車 6 時間耐久レース」大学・一般の部 4 位：専大 B チーム
「東都大学秋季リーグ戦」○専大 9-1 中央大 ●専大 5-7 中大 ○専大 10-2 中央大

【野球】

第 3 戦●専大 5-8 日本大

※最終順位３位

「全日本大学グレコローマン選手権」団体３位
59kg 級 2 位 北村侑磨（経済 4・玉名工業）66kg 級 2 位 魚住彰吾（経済 4・育英）
【レスリング】

71kg 級 8 位 近藤雅貴（経営 4・八幡浜工業）75kg 級 8 位 武田光司（経営 2・埼玉栄）
80kg 級 8 位 雫田真最（文 4・小諸）85kg 級 2 位 与那覇竜太（経営 3・浦添工業）
98kg 級 3 位 谷藤広基（経済 4・池田）

【ｱｰﾁｪﾘｰ】

「全日本学生フィールド選手権大会」男子 4 位 矢野雅貴（経営 4・国士舘）

【陸上競技】

「箱根駅伝予選会」15 位 ※本戦出場ならず

【ﾊﾞｽｹｯﾄ】男

「関東大学リーグ戦」
●専大 64-101 筑大●専大 55–80 明大●専大 79-92 慶大●専大 58-65 国士大

女
【剣道】男

●専大 49–74 東京医保大●専大 44-66 東京医保大 ※最終順位 6 位
「警視庁対関東学生連盟親善試合」
「関東大学秋季リーグ戦」○専大 3-1 東京学芸大 専大 1-3 駒澤大 ※最終順位６位

【バレー】

【個人賞】ﾍﾞｽﾄｽｺｱﾗｰ 藤中謙也（経営４・宇部商業）
ﾌﾞﾛｯｸ賞 高橋拓也（経済４：東亜学園）

【ｿﾌﾄﾃﾆｽ】

「関東大学秋季リーグ 2-3 部入替戦」○専大 3-2 東洋大 ※2 部復帰

【ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ】

「東京都クラス別スピード選手権大会」

【ｱｲｽﾎｯｹｰ】

「関東大学リーグ戦」○専大 5-3 東海大

【ラグビー】

「関東大学リーグ戦」●専大 14-78 東海大

【サッカー】

「関東大学リーグ戦」△専大 2-2 慶應大 △専大-神奈川大
「関東学生選手権大会」

【ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ】女

＜フルーレ＞ 団体 2 位
個人 2 位 高橋風子（商 4・聖霊女子短大付属）4 位 川村理紗（商 4・萎靡）
＜エペ＞ 団体 6 位 入賞者（8 位以内）なし
「全日本学生総合選手権大会・個人の部」

【卓球】男女

男子ダブルス優勝 田添健汰（商 2・希望が丘）・郡山北斗（経営 1・関西）ペア
女子ダブルス優勝 鈴木李茄（商 3・青森山田）・安藤みなみ（商 1・慶誠）ペア
女子シングルス優勝 鈴木李茄
「全日本距離別選手権大会」

【ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ】

近藤太郎（経営 3・駒大苫小牧）1000m 2 位、1500m 3 位
土屋良輔（経営 3・嬬恋）5000m 3 位、10000m 2 位

【準硬式野球】

「東都大学秋季リーグ戦」東海大学 第 3 戦 ○専大 4-3 東海大 ※最終順位 3 位

【アメフト】

「関東大学リーグ戦」●専大 5-63 中央大

【ホッケー】

「関東学生秋季リーグ戦」第 3 戦 ○専大 1-0 筑波大

＜今週（１０/２６～１１/１の試合予定＞
日

時

10/26

8：00

「横浜市民大会」

大利根ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

無料

【ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ】男女

10/26～27

10：00

「関東学生選手権大会」

駒沢体育館

無料

【ゴルフ】男女

10/27～28

8：00

「朝日杯争奪日本学生選手権大会」

10/29～30

8：00

「信夫杯争奪日本大学選手権大会」

千葉ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

無料

【水泳】競泳女

10/28～29

9：00

「FINA 競泳ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ東京 2015」

東京辰巳国際水泳場

有料

【テニス】男

10/29～31

9：00

「2015Cedars ｲﾝﾄﾞｱｵｰﾌﾟﾝ 10 月大会」

Cedars 湘南台

無料

【山岳】

10/30～11/2

4：00

「偵察合宿」

甲斐駒ケ岳

－

【ｿﾌﾄﾃﾆｽ】

10/31～11/1

9：00

「関東学生新進大会」

中央大学Ｇ

無料

【馬術】

10/31～11/4

10：00

「全日本学生馬術大会 2015」

JRA 馬事公苑

無料

【ﾊﾞｽｹｯﾄ】男

10/31～11/1

14：20

「関東大学リーグ戦」拓大、青学大

青学大相模原

有料

【体操】

10/31～11/1

14：55

「関東学生選手権大会」

栃木県体育館

無料

【少林寺拳法】

11/1

9：00

「全日本学生大会」個人戦

日本武道館

無料

【サッカー】

11/1

11：30

「関東大学リーグ戦」桐蔭横浜大

保土ヶ谷Ｇ

有料

【ラグビー】

11/1

14：00

「関東大学リーグ戦」中央大学

三ツ沢競技場

※有料

【ｱｲｽﾎｯｹｰ】

11/1

17：00

「関東大学リーグ戦」神奈川大学

東伏見ｱｲｽｱﾘｰﾅ

※有料

部

名

【ゴルフ】女

男

大会名・対戦相手

会

場

入場料

※印は、チケット配布（無料または割引）があります。ｱﾒﾌﾄ・ｱｲｽﾎｯｹｰ：試合会場（専大受付）にてチケット販売を行っています。

