「ＳＷＡＮ（Senshu Weekly Athletics News）７８号」ができましたので、よろしくお願いいたします。

＜主な記事＞
【
「東日本学生」中村が優勝「新人戦」佐々木が優勝】
【レスリング】

駒沢体育館で行われた「東日本学生選手権大会」ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 70 ㎏級において、中村優太（文
３・星稜）が優勝しました。また「東日本学生新人選手権大会」61 ㎏級においても、佐々木
虎次郎（商 1・中津商業）が優勝しました。ご声援ありがとうございました。

＜国際大会・代表等＞
【
「ｱｼﾞｱ選手権」菊池２２位】
【ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ】

「ｱｼﾞｱ選手権（6/15～19 中国・香港）
」に出場した菊池小巻（商３・翔陽）は、女子ﾌﾙｰﾚ
において決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄに進出し、２２位となりました。ご声援ありがとうございました。
【
「U19 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ」重冨が日本代表に選出】

【ﾊﾞｽｹｯﾄ】

「U19 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2017（7/1～9 ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ｶｲﾛ）」重冨周希（経済 1・福岡第一）が日本代表選
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。
日本バスケットボール協会ＨＰ → http://www.japanbasketball.jp/
【
「ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ荻村杯」で安藤がﾍﾞｽﾄ 8】
「ITTF ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰｼﾞｬﾊﾟｵｰﾌﾟﾝ荻村杯（6/15～18・東京体育館）
」U21 女子ｼﾝｸﾞﾙｽにおいて、
安藤みなみ（商３・慶誠）がﾍﾞｽﾄ８に入りました。ご声援ありがとうございました。

【卓球】

【
「中国ｵｰﾌﾟﾝ」U21 で及川が準優勝】
「ITTF ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ中国ｵｰﾌﾟﾝ（6/23～25 中国）
」U21 男子ｼﾝｸﾞﾙｽにおいて、及川瑞基（商
２・青森山田）が２位になりました。ご声援ありがとうございました。
全日本卓球協会 HP → http://www.jtta.or.jp/

＜ＯＢ・ＯＧ情報＞
【「山中選手 防衛Ｖ１３戦」は８月１５日】
【ボクシング】

ＷＢＣ世界ﾊﾞﾝﾀﾑ級ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ山中慎介さん（平 17 商・帝拳所属）の次回の防衛戦は、ルイ
ス・ネリ選手（メキシコ）と 8 月 15 日に島津アリーナ京都で行われることが発表されまし
た。ご声援よろしくお願いします。
【「全日本選抜選手権」中村選手が優勝】
「全日本選抜選手権（6/16～18 代々木第２体育館）
」ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 61 ㎏級において、中村倫也

【レスリング】

選手（平 29 商・博報堂 DY スポーツ所属）が優勝しました。プレイオフを制し世界選手権の
出場権を獲得いたしました。ご声援ありがとうございました。
日本レスリング協会 HP → http://www.japan-wrestling.jp/

＜６／５～２５の主な試合結果＞
部

名

６月２６日現在

大会名 ・ 結 果
上位入賞者なし
「関東ｱﾏﾁｭｱ選手権決勝」＊日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会出場権獲得者

【ゴルフ】男

櫛山勝弘（商 2・拓殖大学紅陵）
、呉英彪（経営 1・開志国際）
「愛知ｱﾏﾁｭｱ選手権競技」
「北海道ｱﾏﾁｭｱ選手権決勝競技」「神奈川国体選手選考会」
「福島ｵｰﾌﾟﾝ」
「日本ｱﾏﾁｭｱ東日本予選」 日本アマ出場権獲得者なし
「全国大学対抗戦」団体７位
「昭和の森ｵｰﾌﾟﾝ６月大会」鈴木葵（経済３・秀明八千代）２位

【テニス】女

高橋楓（法３・大成）ﾍﾞｽﾄ８
「富山県民体育大会」上位入賞者なし
「山口県国体予選」
「香川県国体予選」
「北信越選手権大会」上位入賞者なし
「関東大学新人戦」＊３位
〇専大 128-40 國學院大 〇専大 84-58 法政大 〇専大 123-67 立大 ●専大 82-89 日大

【ﾊﾞｽｹｯﾄ】男

〇３位決定戦 〇専大 115-57 拓大
〈個人賞〉 優秀選手・３ポイント王 盛實海翔（商２・能代工業）
得 点 王・リバウンド王 アブ・フィリップ（経営２・アレセイア湘南）
「関東大学新人戦」＊５位

【ﾊﾞｽｹｯﾄ】女

＊ﾍﾞｽﾄ８賞 秋元文香（文 1・千葉経済大学附属）

〇専大 91-54 東女体大 準々決勝●専大 63-76 山梨学院大
5-8 位決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 〇専大 84-59 青学大 5 位決定戦 〇専大 63-59 筑波大
「ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨﾎｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 津久井」

【馬術】

優勝 横山琴子（経営１・湘南工科大学附属） ２位 大濱拓海（経営１・ｱｯﾄﾏｰｸ明蓬館）
３位 近藤舞宝（経済１・学法津田学園）５位 永末奈々（経済３・上尾鷹の台）
「関東学生競大会」障害飛越競技 団体６位 馬場馬術競技 団体５位

【ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ】女
【サッカー】
【水泳】水球

「中日本選手権大会」上位入賞者なし
「ｱｼﾞｱ選手権」女子ﾌﾙｰﾚ 22 位 菊池小巻（商３・翔陽）
「ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽﾘｰｸﾞ 2017」〇専大 U22A 2-0 東海 U22 ●専大 U22A 1-3 明大 U22
「関東大学ﾘｰｸﾞ戦」●専大 1-3 筑波大 〇専大 2-1 日体大 ●専大 1-2 駒大
「関東学生ﾘｰｸﾞ戦」〇専大 19-14 日大 ●専大 13-14 日本大学 最終順位４位
「ｼﾞｬﾊﾟﾝｳｫｰﾀｰﾎﾟﾛﾘｰｸﾞ 2017」△専大 17-17 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ KZ-G1
「東日本学生選手権大会」

【相撲】

〈団体〉Ｂクラストーナメント ２位 ＊Ａクラス予選へ進出
Ａクラス予選 ●専大 1-4 日体大 ●専大 0-5 東洋大 〇専大 4-1 法大 ＊Ａクラス 10 位
〈個人〉上位入賞者なし
「全関東学生選手権大会」

【弓道】男女

団体戦 男子 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1 回戦 ●専大 14-17 東邦大

女子 予選敗退

個人戦 女子 ３位 高畠愛理（商１・若松商業）
「全国大学選抜大会」団体戦 上位入賞なし 予選敗退
「全日本選抜選手権大会」ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 86 ㎏級 ３位 松雪泰成（商２・星城）

【レスリング】

女子 48 ㎏級 ３位 中村未優（商 1・埼玉栄）
「東日本学生選手権大会」ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 57 ㎏級 ２位 山北渓人（経済３・いなべ総合学園）
65 ㎏級 ３位 木村優太（経営３・館林）

70 ㎏級 優勝 中村優太（文３・星稜）
３位 吉井誠（経営４・岐阜工業）
97 ㎏級 ３位 恒石昌輝（商３・高知東）
「東日本学生新人選手権」ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 57 ㎏級 ３位 岡本隼人（経営 1・和歌山北）
61 ㎏級 優勝 佐々木虎次郎（商 1・中津商業）
３位 細谷廉太郎（経済２・山縣南）
74 ㎏級 ２位 前田明都（経済 1・花咲徳栄）
「ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ選手権」ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ ５位 前田明都
【野球】

「東都大学野球春季ﾘｰｸﾞ１-２部入替戦」 ＊２部降格
●専大 1-5 立正大 〇専大 2-0 立正大 ●専大 6-7 立正大
「ITTF ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ」U21 女子ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ８ 安藤みなみ（商 3・慶誠）
「ITTF ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ中国ｵｰﾌﾟﾝ」U21 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ２位 及川瑞基（商２・青森山田）

【卓球】

「関東大学選手権大会」
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ３位 田中博己（経営４・明徳義塾）田添響（商３・希望が丘）組
下山優樹（人科４・青森山田）東勇渡（経営４・帝京）組
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ２位 安藤みなみ・枝松亜実（人科１・山陽女子）組
「春季ｵｰﾌﾟﾝ戦」〇専大Ｃ 92-26 JR 東日本

【ラグビー】

〇専大Ａ 38-36 関東学院大Ａ 〇専大Ｂ 29-0 関東学院大Ｂ
●専大Ａ 33-47 東海大Ｂ ●専大Ｂ 24-49 東海大Ｃ
「関東学生ﾌｨｰﾙﾄﾞ個人選手権大会」
男子 １位 横山勇作（文３・朝霞西）８位 榎本翼（法４・大宮開成）
女子 １位 中西菜津子（文１・大宮開成） ３位 石川風花（法３・大分東明）
「大分県国体選手選考会」女子４位 石川風花

【ｱｰﾁｪﾘｰ】

「千葉県国体予選」男子５位 吉田和希（経済 1・千葉黎明）
「埼玉県国体成年最終選考会」男子６位 横山勇作
女子２位 中西菜津子 ＊代表選出
４位 織田真理子 ＊代表選出
「第６回横浜市ラウンド記録会」 女子１位 織田真理子 2 位 中西菜津子

【射撃】

「東日本学生選手権大会」上位入賞者なし

【ヨット】

「関東学生個人選手権大会」上位入賞なし
「全日本大学選手権大会・関東地区予選会」

【準硬式野球】

●専大 2-5 明治大 〇専大 17-0 国士大世田谷
＊「清瀬杯争奪全日本大学準硬式選手権大会」出場権獲得

【陸上競技】
【合気道】

「全日本大学駅伝対校選手権大会・関東学生連盟推薦校選考会」１７位
「前期有段・昇段審査会」
二段：３名合格

初段：１２名合格

＜今週末の試合予定 ６／３０～７／２＞
日

時

【卓球】男女

6/28～30

9：30

「関東大学選手権大会」

水元ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

無料

【ｿﾌﾄﾃﾆｽ】

6/30～7/1

9：00

「東日本学生選手権大会」

白子町ｻﾆｰﾃﾆｽｺｰﾄ

無料

【テニス】男

7/1～2

9：00

「関東学生選手権大会予選」

各大学ﾃﾆｽｺｰﾄ

無料

【馬術】

7/1～2

9：00

「関東学生賞典競技大会」

山梨県馬術競技場

無料

【水泳】競泳

7/1～2

9：30

「大分県選手権国体予選会」

別府市営青山プール

無料

【サッカー】

7/1～8

15：00

「関東大学ﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会」東海大学

時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

有料

【少林寺拳法】

7/2

9：00

「神奈川県大会」

横浜文化体育館

無料

【弓道】

7/2

10：00

「全日本学生選手権大会」

中央大学

無料

部

名

大会名・対戦相手

会

場

入場料

＜「ONE DAY TEAMMATE 2017」＞
体育会地域貢献活動「ONE DAY TEAMMATE 2017」が、７月１日～８月５日に開催されます。全２５教室を開講予定です。各教室により
対象者が異なりますが、ご家族、お知り合い等に広くご紹介ください。参加費は無料ですが、各教室とも対象や定員を設けておりますの
で、詳細をご確認の上 WEB よりお申し込みをお願いいたします。

http://www.senshu-u.ac.jp/sports/sports_info/5498.html

