
部№ 部　名 開催日時・期間 大会名 場所 主催団体・連盟 人数
2015/4/18,19（土日） 第25回静岡県東部陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 静岡・愛鷹広域公園陸上競技場 静岡陸上競技協会東部支部 該当者
2015/4/18,19（土日） 第40回静岡県中部陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 静岡・草薙総合運動場陸上競技場 静岡陸上競技協会中部支部 該当者
2015/4/18,19（土日） 第52回静岡県西部陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 静岡・浜松市四ツ池公園陸上競技場 静岡陸上競技協会西部支部 該当者
2015/4/18,19（土日） 第78回東京陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 東京・駒沢オリンピック公園陸上競技場他 東京陸上競技協会 該当者
2015/4/18,19（土日） 第49回織田幹雄記念国際陸上競技大会 広島・エディオンスタジアム 広島陸上競技協会 該当者
2015/4/25,26（土日） 第55回長野県陸上競技春季大会（兼国体予選） 長野・松本平広域公園陸上競技場 長野陸上競技協会 該当者

2015/5/3（日） 第31回静岡国際陸上競技大会 静岡・エコパスタジアム 静岡陸上競技協会 該当者
2015/5/14～17（木～日） 第94回関東学生陸上競技対校選手権大会 神奈川・日産スタジアム他 関東学生陸上競技連盟 全員
2015/6/12～14（金～日） 2015日本学生陸上競技個人選手権大会 神奈川・Shonan BMW スタジアム平塚 日本学生陸上競技連合 該当者
2015/6/26～28 (金～日） 第99回日本陸上競技選手権大会 新潟・デンカビッグスワンスタジアム 日本陸上競技連盟 該当者

2015/6/27,28（土日） 第68回千葉県陸上競技選手権大会（兼国体選考会）
千葉・千葉県総合スポーツセンター
陸上競技場

千葉陸上競技協会 該当者

2015/6/27,28（土日） 第69回広島県陸上競技選手権大会 広島・コカコーラウエスト広島スタジアム 広島陸上競技協会 該当者
2015/6/27,7/4,5（土日） 第70回神奈川県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 神奈川・三ツ沢公園陸上競技場他 神奈川陸上競技協会 該当者
2015/7/3～5（金～日） 第54回秋田県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 秋田・県営陸上競技場 秋田陸上競技協会 該当者
2015/7/3～5（金～日） 第70回茨城県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 茨城・笠松陸上競技場 茨城陸上競技協会 該当者
2015/7/9～12(木～日) 第70回福島県陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 福島・とうほう・みんなのスタジアム 福島陸上競技協会 該当者

2015/7/10～12（金～日） 第83回大阪陸上競技選手権大会（兼国体選考競技会） 大阪・ヤンマースタジアム長居 大阪陸上競技協会 該当者
2015/7/11,12（土日） 第78回三重県陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 三重・県営総合競技場陸上競技場 三重陸上競技協会 該当者
2015/7/11,12（土日） 第70回静岡県陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 静岡・草薙総合運動場陸上競技場 静岡陸上競技協会 該当者
2015/7/18,19（土日） 第70回国民体育大会陸上競技大会長野県予選会 長野・長野市営陸上競技場 長野陸上競技協会 該当者
2015/7/18,19（土日） 第75回愛知陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 愛知・瑞穂公園陸上競技場 愛知陸上競技協会 該当者

2015/7/24～26（金～日） 第69回新潟県陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 新潟・デンカビッグスワンスタジアム 新潟陸上競技協会 該当者

402 硬式野球部 2015/4/7（火）～5/27（水） 平成27年度東都大学野球春季リーグ戦 東京・神宮球場 東都大学野球連盟 全員

2015/4/29（水） 第32回全日本大学選抜相撲宇和島大会 愛媛・宇和島市営体育館 日本学生相撲連盟 該当者
2015/5/3（日） 第55回全国大学選抜相撲宇佐大会 大分・宇佐市総合運動場 日本学生相撲連盟 該当者
2015/5/9（土） 第66回東日本学生相撲新人選手権大会 東京・靖国神社相撲場 東日本学生相撲連盟 該当者
2015/5/17（日） 第53回全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会 和歌山・和歌山県営相撲場 日本相撲連盟 該当者
2015/6/7（日） 第94回東日本学生相撲選手権大会 東京・国技館 東日本学生相撲連盟 該当者
2015/7/19（日） 第5回全日本大学選抜相撲金沢大会 石川・金沢市卯辰山相撲場 日本相撲連盟 該当者

2015/7/26（日） 第42回東日本学生相撲個人体重別選手権大会 東京・靖国神社相撲場 東日本学生相撲連盟 該当者

2015/4/7～12（火～日） 第91回日本選手権水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 日本水泳連盟 全員
2015/5月中旬～ 関東学生水球リーグ戦2015 関東近郊各競技場 日本水泳連盟学生委員会関東支部 水球全員

2015/5/22～24（金～日） ジャパンオープン2015（50m） 東京・辰巳国際水泳場 日本水泳連盟 全員

2015/7/4（土） 第60回日本大学・中央大学対抗水泳競技大会 東京・辰巳国際水泳場 日本水泳連盟 全員

2015/4/12,29（日水） 第22回関東オープンソフトテニス大会 千葉・千葉県スポーツセンター 東京都ソフトテニス連盟他 全員
2015/4/19（日） 第51回全国ソフトテニスクラブ選手権大会 静岡・草薙総合運動場庭球場 静岡商友クラブ 該当者

2015/5/2,3（土日） 平成27年度東都大学ソフトテニス春季リーグ戦 東京・東京学芸大学 東都大学ソフトテニス連盟 全員
2015/5/9,10（土日） 平成27年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 千葉・白子町サニーコート 他 関東学生ソフトテニス連盟 全員

2015/5/11（月） 第22回関東学生ソフトテニスシングルス選手権大会 千葉・白子町サニーコート 他 関東学生ソフトテニス連盟 全員
2015/5/12,13（火水） 第66回関東学生ソフトテニス選手権大会1部トーナメント 千葉・白子町サニーコート 他 関東学生ソフトテニス連盟 全員
2015/5/16,17（土日） 第22回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 千葉・フクダ電子ヒルスコート 日本ソフトテニス連盟 該当者
2015/5/23,24（土日） 第66回関東ソフトテニス選手権大会 千葉・白子町サニーコート 他 関東ソフトテニス連盟 該当者
2015/6/27,28（土日） 第65回東日本学生大学対抗ソフトテニス競技大会 千葉・白子町サニーコート 東日本学生ソフトテニス連盟 全員

2015/6/29（月） 第58回東日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 千葉・白子町サニーコート 東日本学生ソフトテニス連盟 全員
2015/6/30,7/1（火水） 第70回東日本学生ソフトテニス選手権大会 千葉・白子町サニーコート 東日本学生ソフトテニス連盟 全員

2015/7/11,12（土日） 第70回東日本ソフトテニス選手権大会 千葉・白子町サニーコート 東日本ソフトテニス連盟 該当者

２０１５年度 中央大学 学友会 体育連盟 出場試合 応援情報　（４～８月）

405 ソフトテニス部

401 陸上競技部

403 相撲部

404 水泳部
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部№ 部　名 開催日時・期間 大会名 場所 主催団体・連盟 人数

2015/4/12,18,19（日土日） 第31回京王電鉄杯10大学バスケットボール・フェスティバル 東京・トヨタ府中スポーツセンター
第31回京王電鉄杯10大学バスケットボール・
フェスティバル実行委員会

全員

2015/5/2～10（土～日） 第63回関東大学バスケットボール選手権大会 東京・国立代々木競技場第2体育館 他 関東大学バスケットボール連盟 全員

2015/6/8～14（月～日） 第55回関東大学バスケットボール新人戦大会（1,2年生対象） 東京・国立代々木競技場第2体育館 他 関東大学バスケットボール連盟 該当者

407 ボクシング部 5/9,23,6/13,27,7/11（土） 第68回関東大学ボクシングリーグ戦 東京・後楽園ホール 他 関東アマチュアボクシング連盟 全員

2015/4/11（土）～5/17（日） 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ戦 神奈川・日体大健志台キャンパス 他 関東学生ハンドボール連盟 全員

5月下旬～6月中旬 関東学生ハンドボール連盟春季菅記念ミニミニカップ（1,2年生対象） 東京・国士舘大学多摩キャンパス 他 関東学生ハンドボール連盟 1,2年生

2015/4/25,26(土日) 全日本ジュニアレスリング選手権大会 神奈川・横浜文化体育館 日本レスリング協会 全員
2015/5/20～22（水～金） 平成27年度東日本学生レスリングリーグ戦 東京・駒沢体育館 東日本学生レスリング連盟 全員
2015/6/19～21（金～日） 平成27年度全日本選抜レスリング選手権大会 東京・国立代々木競技場第2体育館 日本レスリング協会 全員

2015/6/24～26（水～金） 平成27年度東日本学生レスリング春季新人戦 東京・駒沢体育館 東日本学生レスリング連盟 全員

2015/4/11（土）～5/24（日） 2015年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 神奈川・日本体育大学健志台キャンパス 他 関東大学バレーボール連盟 全員
2015/5/1～6（金～水） 第64回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 大阪・大阪市中央体育館 大阪府バレーボール協会 全員

2015/6/24～28（水～日） 第34回東日本バレーボール大学選手権大会 岩手・花巻市 関東大学バレーボール連盟 他 全員

2015/4/29～5/24（日～日） 2015年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦 埼玉・平成国際大学 関東大学バレーボール連盟 全員

2015/6/24～28（水～日） 2015年度第34回東日本バレーボール大学選手権大会 岩手・花巻市 関東大学バレーボール連盟 他 全員

2015/4/16～20（木～月） 平成27年度関東学生女子ヨット春季選手権大会 神奈川・森戸海岸沖 関東学生ヨット連盟 該当者
2015/4/24～26（金～日）
2015/5/2～6（土～水）
24日は19時から艇長会議

平成27年度関東学生ヨット春季選手権大会 神奈川・森戸海岸沖 関東学生ヨット連盟 全員

2015/5/23,24（土日） 2015年第1回関東470協会フリートレース 神奈川・江ノ島沖 関東470協会 該当者
2015/5/23,24（土日） 2015年第1回江ノ島スナイプ級ヨット選手権大会 神奈川・江ノ島沖 関東スナイプ協会 該当者
2015/6/20,21（土日） 平成27年度関東学生ヨット個人選手権大会（470級予選） 神奈川・江ノ島沖 関東学生ヨット連盟 全員
2015/6/20,21（土日） 2015年第2回江ノ島スナイプ級ヨット選手権大会 神奈川・江ノ島沖 関東スナイプ協会 該当者
2015/6/27,28（土日） 平成27年度関東学生ヨット個人選手権大会（スナイプ級予選） 神奈川・江ノ島沖 関東学生ヨット連盟 全員
2015/6/27,28（土日） 第2回関東470協会フリートレース 神奈川・江ノ島沖 関東470協会 該当者
2015/7/11,12（土日） 2015関東470選手権予選レース 神奈川・江ノ島沖 関東470協会 該当者

2015/7/18,19（土日） 2015年度関東スナイプ級ヨット選手権大会 神奈川・江ノ島ヨットハーバー沖 関東スナイプ協会 該当者

412 山岳部 2015/5/20～26（水～火） 国立登山研修所平成27年度大学生登山リーダー春山研修会 国立登山研修所及び釼岳周辺 日本スポーツ振興センター 2名

2015/4/18,19（土日） 第15回全国百万石オープン卓球大会 石川・いしかわ総合スポーツセンター 石川県卓球連盟 全員
2015/5/13～17（水～日） 平成27年度春季関東学生卓球リーグ戦 埼玉・所沢市民体育館 関東学生卓球連盟 全員

2015/5/23,24（土日） 平成27年度関東学生卓球新人選手権大会 埼玉・和光市総合体育館 関東学生卓球連盟 全員
2015/6/26～28（金～日） 平成27年度関東学生卓球選手権大会 埼玉・所沢市民体育館 関東学生卓球連盟 全員

2015/7/16～19（木～日） 第85回全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部） 愛媛・愛媛県武道館 日本学生卓球連盟 全員

414 準硬式野球部 2015/3/29（日）～5/31（日） 平成27年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦 東京・上柚木公園野球場 他 東都大学準硬式野球連盟 全員

2015/4/4（土）～6/14（土） 第89回関東大学サッカーリーグ戦【前期】 東京・西が丘サッカー場 他 関東大学サッカー連盟 全員
2015/4月中旬～ 第25回大学対抗Jr．リーグ戦 各大学サッカーグラウンド 幹事校：慶應義塾大学 全員
2015/4月下旬～ タイカカップ インディペンデンスリーグ2015【関東】 各大学サッカーグラウンド 全日本大学サッカー連盟 他 全員

2015/5月下旬～
アミノバイタルカップ2015 第4回関東大学サッカートーナ
メント大会兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

未定 関東大学サッカー連盟 全員

2015/6月～ 第95回天皇杯全日本選手権大会予選 各大学グラウンド 東京都サッカー協会 全員

2015/4/18～28（土～火） 平成27年度関東学生テニストーナメント大会（予選） 各大学テニスコート 関東学生テニス連盟 全員
5/4～10（月～日） 平成27年度関東学生テニストーナメント大会（本選） 東京・有明テニスの森公園 関東学生テニス連盟 該当者

5/23,24,30,31（土日） 平成27年度関東学生テニス選手権大会本選WC選考大会 各大学テニスコート 関東学生テニス連盟 該当者

6/20,21,27,28,7/4,5（土日） 平成27年度関東学生テニス選手権大会（予選） 東京・有明テニスの森公園 関東学生テニス連盟 全員

5/17(土） 全関東学生ジムカーナ選手権大会 静岡・富士スピードウェイジムカーナ場 全日本学生自動車連盟　関東支部 全員
6/28(日） 全関東学生ダートトライアル選手権大会 栃木・丸和オートランド那須 全日本学生自動車連盟　関東支部 全員
8/9(日) 全日本学生ダートトライアル選手権大会 栃木・丸和オートランド那須 全日本学生自動車連盟 全員

8/22,23(土日） 全日本学生ジムカーナ選手権大会 三重・鈴鹿サーキット（南コース） 全日本学生自動車連盟 全員

418 ラグビー部 2015/5/2（土）～6/21（日） 第4回関東大学春季大会 各大学グラウンド 関東ラグビーフットボール協会 全員

419 スケート部 2015/4/12,18,26,29（日土水） 第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 東京・ダイドードリンコアイスアリーナ 東京都アイスホッケー連盟 全員

416 硬式庭球部

417 自動車部

411

ヨット部
※5/9（金）,6/13
（金）はヨット搬

入

413 卓球部

415 サッカー部

409
レスリング部

※大会前日は、
計量日

410 バレーボール部男子

410-2 バレーボール部女子

406 バスケットボール部

408 ハンドボール部
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部№ 部　名 開催日時・期間 大会名 場所 主催団体・連盟 人数
2015/4/10～12（金～日） 平成27年度関東学生春季大会　PartⅡ 東京・JRA馬事公苑 東都学生馬術連盟 全員

2015/4/25,26（土日）
※4/24（金）入厩日

総合馬術ホーストライアル（４月） 東京・JRA馬事公苑 総合馬術ホーストライアル実行委員会 全員

2015/5/9～10（土日） 第42回東京都馬術大会 東京・JRA馬事公苑 東京都馬術連盟 全員

2015/5/15～17（金～日）
第87回関東学生馬術選手権大会
第59回関東学生馬術女子選手権大会

東京・JRA馬事公苑 関東学生馬術協会 全員

2015/5/22～24（金～日） 第36回全日本ヤング総合馬術大会2015 東京・JRA馬事公苑 日本馬術連盟 全員
2015/6/13～14（土日） 第32回東京ホースショー 東京・JRA馬事公苑 東京都馬術連盟 全員

2015/6/25～28（木～日） 関東学生馬術競技大会（関東学生馬術三大大会） 東京・JRA馬事公苑 関東学生馬術協会 全員

2015/4/18,19（土日） 第28回ユニバーシアード競技大会フェンシング日本代表選考会 東京・味の素ナショナルトレーニングセンター 日本フェンシング協会 該当者
2015/4/30,5/1（木金）

5/11～14（月～木）
第68回 関東学生フェンシングリーグ戦 東京・駒沢公園屋内球技場 関東学生フェンシング連盟 全員

2015/5/5,6（火水） 第11回剛騎杯フェンシング選手権大会 東京・世田谷区立大蔵第二運動場 東京都フェンシング協会 該当者
2015/5/23（土） 第48回東京都シニア男子フルーレ個人選手権大会 東京・世田谷区立大蔵第二運動場 東京都フェンシング協会 該当者

2015/5/30（土）もしくは31（日） 関東学生フェンシングリーグ戦 未定 関東学生フェンシング連盟 全員
2015/6/7（日） 第65回全日本学生王座決定戦 京都・大山崎町体育館 日本学生フェンシング連盟 該当者
2015/7/4（土） 第48回東京都シニア男子エペ個人選手権大会 東京・世田谷区立大蔵第二運動場 東京都フェンシング協会 該当者

2015/7/5（日） 第47回東京都シニア男子サーブル個人選手権大会 東京・世田谷区立大蔵第二運動場 東京都フェンシング協会 該当者

422 ワンダーフォーゲル部

2015/4/29（水） 第53回女子部記録会 東京・明治神宮至誠館第2弓道場 東京都学生弓道連盟 2名
2015/5/5（火） 第53回百射会 東京・明治神宮至誠館第2弓道場 東京都学生弓道連盟 1名

2015/6/14,20,21（土日） 第45回全関東学生弓道選手権大会 東京・日本武道館他 東京都学生弓道連盟 全員

424 空手部
425 スキー部 7/3（金） 第58回全日本学生スキー夏季競技会 東京・都立大泉中央公園陸上競技場 全日本学生スキー連盟 全員

2014/3/29（日）～5/31（日） 平成27年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦 東京・上柚木公園野球場 他 東都大学準硬式野球連盟 全員
2015/4/7（火）～5/27（水） 平成27年度東都大学野球春季リーグ戦 東京・神宮球場 東都大学野球連盟 全員

2015/4/11（土） 第25回グリーンレガッタ 埼玉・戸田ボートコース 中央大学 他2大学 全員

2014/3/29（日）～5/31（日） 平成27年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦 東京・上柚木公園野球場 他 東都大学準硬式野球連盟 全員
2015/4/7（火）～5/27（水） 平成27年度東都大学野球春季リーグ戦 東京・神宮球場 東都大学野球連盟 全員

2015/5/9,10（土日） 第9回アジアインターナショナルオープンチャンピオンシップ 東京・国立代々木競技場第1体育館 日本チアリーディング協会 全員

2015/6/12～14（金～日） 第17回関東チアリーディング選手権大会 東京・国立代々木競技場第1体育館 日本チアリーディング協会 全員

2014/3/29（日）～5/31（日） 平成27年度東都大学準硬式野球春季リーグ戦 東京・上柚木公園野球場 他 東都大学準硬式野球連盟 全員
2015/4/7（火）～5/27（水） 平成27年度東都大学野球春季リーグ戦 東京・神宮球場 東都大学野球連盟 全員

2015/4/11（土） 第25回グリーンレガッタ 埼玉・戸田ボートコース 中央大学 他2大学 全員
2015/4/12,18,26,29（日土水） 第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 東京・ダイドードリンコアイスアリーナ 東京都アイスホッケー連盟 全員

2015/5/17（日）～6/21（日） 2015年度アメリカンフットボール春季オープン戦 東京・アミノバイタルフィールド他 関東学生アメリカンフットボール連盟 全員

427 柔道部 6/27,28（土日） 平成27年度全日本学生柔道優勝大会 東京・日本武道館 全日本学生柔道連盟 全員

426-1
応援部
リーダー

426-2
応援部

チアリーディング

426-3
応援部

ブラスコアー

421 フェンシング部

※今回該当大会・試合等なし

423 弓道部

※今回該当大会・試合等なし

420

馬術部
※大会によって、
入厩日の指定あり

※備考欄に☆の大会
に限り、金曜日の公欠

を認めない。
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部№ 部　名 開催日時・期間 大会名 場所 主催団体・連盟 人数
2015/4/18,19（土日） 熊本県陸上選手権兼国体一次予選 熊本・熊本県民運動公園陸上競技場 熊本陸上競技協会 該当者

2015/4/18,19（土日） 第78回東京陸上競技選手権大会（兼国体選考会）
東京・駒沢オリンピック公園総合運動場
陸上競技場

東京陸上競技協会 該当者

2015/4/18,19（土日） 第49回織田幹雄記念国際陸上競技大会 広島・エディオンスタジアム 広島陸上競技協会 該当者
2015/4/25,26（土日） 第63回兵庫リレーカーニバル 兵庫・ユニバー記念競技場 兵庫陸上競技協会 該当者
2015/4/25,26（土日） 日本ＧＰ第2戦2015日本選抜陸上和歌山大会 和歌山・紀三井寺公園陸上競技場 和歌山陸上競技協会 該当者
2015/5/2,3（土日） 第54回福井県陸上競技選手権大会 福井・敦賀市総合運動公園陸上競技場 福井陸上競技協会 該当者

2015/5/3（日） 第31回静岡国際陸上競技大会 静岡・エコパスタジアム 静岡陸上競技協会 該当者
2015/5/14～17（木～日） 第94回関東学生陸上競技対校選手権大会 神奈川・日産スタジアム 関東学生陸上競技連盟 全員
2015/6/5～7（金～日） 第70回埼玉県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 埼玉 ・上尾運動公園陸上競技場 埼玉陸上競技協会 該当者

2015/6/12～14（金～日） 2015日本学生陸上競技個人選手権大会 神奈川・Shonan BMW スタジアム平塚 日本学生陸上競技連合 該当者
2015/6/26～28 (金～日） 第99回日本陸上競技選手権大会 新潟・デンカビッグスワンスタジアム 日本陸上競技連盟 該当者

2015/6/27,28（土日） 第68回千葉県陸上競技選手権大会（兼国体選考会）
千葉・千葉県総合スポーツセンター
陸上競技場

千葉陸上競技協会 該当者

2015/6月下旬 平成27年度群馬県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 未定 群馬陸上競技協会 該当者
2015/6/27,7/4,5（土日） 第70回神奈川県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 神奈川・三ツ沢公園陸上競技場他 神奈川陸上競技協会 該当者

2015/7月上旬 第54回秋田県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 未定 秋田陸上競技協会 該当者
2015/7/3～5（金～日） 第70回茨城県陸上競技選手権大会（兼国体予選会） 茨城・笠松陸上競技場 茨城陸上競技協会 該当者

2015/7/4,5（土日）
第99回日本陸上競技選手権大会
第31回日本ジュニア陸上競技選手権大会混成競技

長野・長野市営陸上競技場 日本陸上競技連盟 該当者

2015/7月中旬 第70回国民体育大会陸上競技熊本最終予選大会 未定 熊本陸上競技協会 該当者
2015/7/10～12（金～日） 第70回京都府選手権大会 京都・西京極陸上競技場 京都陸上競技協会 該当者

2015/7/11,12（土日） 第70回静岡県陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 静岡・エコパスタジアム 静岡陸上競技協会 該当者
2015/7/11,12（土日） 第70回国民体育大会福井県代表選手選考会 福井・三国運動公園陸上競技場 福井陸上競技協会 該当者

2015/7/24～26（金～日） 第69回新潟県陸上競技選手権大会（兼国体選考会） 新潟・デンカビッグスワンスタジアム 新潟陸上競技協会 該当者

2015/4/11（土） 第25回グリーンレガッタ 埼玉・戸田ボートコース 中央大学 他2大学 全員
2015/5/22～24（金～日）

※21（木）は計量日
第37回全日本軽量級選手権大会 埼玉・戸田ボートコース 日本ボート協会 全員

2015/6/27,28（土日） 第65回東日本選手権競漕大会 埼玉・戸田ボートコース 東京都ボート協会 全員

2015/4/29（水） 第63回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 大阪・市中央体育館 全日本剣道連盟 全員
2015/5/10（日） 第61回関東学生剣道選手権大会 東京・日本武道館 関東学生剣道連盟 全員
2015/5/16（土） 第47回関東女子学生剣道選手権大会 東京・東京武道館 関東学生剣道連盟 全員
2015/6/27（土） 第49回全日本女子学生剣道選手権大会 大阪・府立体育館 全日本学生剣道連盟 全員

2015/6/28（日） 第63回全日本学生剣道選手権大会 大阪・府立体育館 全日本学生剣道連盟 全員

431 航空部 2015/8/9～16（土～日） 第19回原田覚一郎杯 埼玉・妻沼滑空場 参加各大学 全員

428 女子陸上競技部

429
ボート部

※大会によっては
計量日の指定あり

430 剣道部
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部№ 部　名 開催日時・期間 大会名 場所 主催団体・連盟 人数
2015/4/10～12（金～日） 第84回全日本自転車競技選手権大会 静岡・日本サイクルスポーツセンター 日本自転車競技連盟 該当者

2015/4/18,19（土日）
全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ
第1戦 菜の花飯山ラウンド

長野・飯山運動公園針湖池外周道路 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/4/25（土） 第17回全日本学生選手権クリテリウム大会
滋賀・東近江市ふれあい運動公園特設コー
ス

日本学生自転車競技連盟 該当者
2015/5/9,10（土日） 第55回東日本学生選手権トラック自転車競技大会 山梨・笛吹市境川自転車競技場 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/5/16（土） 2014年度全日本学生トラックレースシリーズ第2戦 静岡・日本サイクルスポーツセンター 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/5/16,17（土日）
全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ
第3戦 第17回修善寺オープンロードレース大会

静岡・日本サイクルスポーツセンター 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/5/31（日） 第54回全日本学生選手権チーム・ロード・タイムトライアル大会 埼玉・利根川上流域 日本学生自転車競技連盟 該当者
2015/6/13,14（土日） 第31回全日本学生選手権個人ロードレース大会 長野・奥木曽湖周回コース 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/6/15（日） 第27回全日本学生個人ロードTT自転車競技大会 埼玉・利根川上流域 日本学生自転車競技連盟 該当者
2015/6/26～28（金～日） 第84回全日本自転車競技選手権大会ロードレース 栃木・那須 日本自転車競技連盟 該当者

2015/7/3～5（土日） 第56回全日本学生選手権トラック自転車競技大会 静岡・日本サイクルスポーツセンター 日本学生自転車競技連盟 該当者
2015/7/19（日） 全日本学生トラックレース・カップ・シリーズ第3戦 長野・松本自転車競技場 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/7/24,25（金土） アジア大学選手権ロードレース 韓国・慶尚南道昌寧 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/7/25（土）
全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ
第5戦 WANGANサイクルフェスティバル湾岸クリテリウム

東京・江東区青海 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/8/1,2（土日）
全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ
第6戦 第10回白馬クリテリウムラウンド

長野・白馬町特設サーキット 日本学生自転車競技連盟 該当者

2015/4/18,19（土日） 第12回全日本学生ウエイトリフティング選抜選手権大会 埼玉・総合スポーツセンター 全日本学生ウエイトリフティング連盟 全員
2015/5/8～10（金～日） 第61回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 大阪・羽曳野コロセアム 全日本学生ウエイトリフティング連盟 全員
2015/6/12～14（金～日） 第75回全日本ウエイトリフティング選手権大会 福島・いわき市 日本ウエイトリフティング協会 該当者

2015/7/4,5（土日） 第43回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 埼玉・総合スポーツセンター 東日本学生ウエイトリフティング連盟 全員

2015/5/7～10（木～日） 平成27年度関東学生ライフル射撃選手権春季大会予選会 埼玉・長瀞総合射撃場 日本学生ライフル射撃連盟関東支部 未定
2015/5/28～31（木～日） 平成27年度関東学生ライフル射撃選手権春季大会 埼玉・長瀞総合射撃場 日本学生ライフル射撃連盟関東支部 未定

2015/6/20,21（土日） 平成26年度東日本学生ライフル射撃選手権大会 北海道・宮の沢屋内競技場 日本学生ライフル射撃連盟 未定

4/25,26（土日）,5/2～4（土～月） 2015関東大学バドミントン春季リーグ戦 神奈川・日本体育大学健志台キャンパス 関東学生バドミントン連盟 全員
2015/5/16～20（土～水） 2015年日本ランキングサーキット大会 埼玉・さいたま市記念総合体育館 日本バドミントン協会 3名

2015/6/1（月）～21（日） 2015関東学生バドミントン選手権大会 調整中 関東学生バドミントン連盟 全員

2015/4/14（火）～6/12（金） 平成27年度関東アマチュアゴルフ選手権 千葉・浜野ゴルフクラブ他 関東ゴルフ連盟 該当者
2015/4/14（火）～5/20（水） 平成27年度関東女子ゴルフ選手権 茨城・大利根カントリークラブ西コース他 関東ゴルフ連盟 該当者

4/23,24（木金）,5/20,21,6/17,18（水木） 第49回全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技 静岡・富士グリーンヒルゴルフコース他 日本パブリックゴルフ協会 該当者
2015/4/24（金） 平成27年度関東学生ゴルフ連盟4月月例会 茨城・フレンドシップカントリークラブ 関東学生ゴルフ連盟 該当者

2015/5/11（月）,6/1,2（月火） 神奈川県アマチュアゴルフ選手権大会2015 神奈川・相模原ゴルフクラブ東コース他 神奈川県ゴルフ協会 該当者
2015/5/12,13（火水） 平成27年度関東女子大学春季A・B・C・Dブロック対抗戦 茨城・フレンドシップカントリークラブ 関東学生ゴルフ連盟 全員
2015/5/28,29（木金） 平成27年度関東大学春季C・Dブロック対抗戦 静岡・富士カントリークラブ 関東学生ゴルフ連盟 全員

2015/6/10（水） 平成27年度関東学生ゴルフ連盟6月月例会 千葉・一の宮カントリークラブ西コース 関東学生ゴルフ連盟 該当者
2015/6/23,24（火水） 第63回関東学生ゴルフ選手権予選会（第1会場） 山梨・ウッドストックカントリークラブ 関東学生ゴルフ連盟 該当者
2015/6/25,26（木金） 第63回関東学生ゴルフ選手権予選会（第2会場） 茨城・スプリングフィルズゴルフクラブ 関東学生ゴルフ連盟 該当者

2015/6/23～27（火～土） 第57回日本女子アマチュアゴルフ選手権競技 北海道・札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース 日本ゴルフ協会 該当者
2015/7/2（木） 平成27年度関東学生ゴルフ連盟7月月例会 群馬・初穂カントリークラブ 関東学生ゴルフ連盟 該当者
2015/7/7（火） 第53回関東女子学生ゴルフ選手権予選会 千葉・一の宮カントリークラブ西コース 関東学生ゴルフ連盟 該当者

2015/7/8～13（水～月） 第100回日本アマチュアゴルフ選手権競技 兵庫・廣野ゴルフ倶楽部・小野ゴルフ倶楽部 日本ゴルフ協会 該当者
2015/7月下旬 第80回日本オープンゴルフ選手権1次予選競技ABCブロック 未定 日本ゴルフ協会 該当者
2015/7月下旬 ファーストクォリファイングトーナメント 未定 日本ゴルフツアー機構 該当者

2015/8/4～6（火～木） 第53回関東女子学生ゴルフ選手権 埼玉・狭山ゴルフクラブ 関東学生ゴルフ連盟 該当者

2015/8/4～7（火～金） 第63回関東学生ゴルフ選手権 千葉・鷹之台カンツリー倶楽部 関東学生ゴルフ連盟 該当者

2015/5/17（日） 日本拳法第28回東日本大学リーグ戦/日本拳法第1回東日本大学女子リーグ戦 埼玉・立教大学新座キャンパス 日本拳法連盟 全員
2015/6/7（日） 日本拳法第28回全国大学選抜選手権大会/第11回全国ブロック対抗女子学生団体戦 東京・早稲田大学記念会堂 日本拳法連盟 全員
2015/6/21（日） 矢野杯争奪第28回東日本学生個人選手権大会 東京・中央大学多摩キャンパス 日本拳法連盟 全員

2015/7/12（日） 第3回東京都日本拳法選手権大会 東京・墨田区総合体育館 日本拳法連盟 全員

436

ゴルフ部
※大会前の練
習ラウンド必須
（練習日の指定

あり）

437 拳法部

433 重量挙部

434 射撃部

435 バドミントン部

432 自転車競技部
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部№ 部　名 開催日時・期間 大会名 場所 主催団体・連盟 人数
438 合気道部

2015/5/13～17（水～日） 平成27年度春季関東学生卓球リーグ戦 埼玉・所沢市民体育館 関東学生卓球連盟 全員
2015/5/23,24（土日） 平成27年度関東学生卓球新人選手権大会 埼玉・和光市総合体育館 関東学生卓球連盟 全員

2015/6/26～28（金～日） 平成27年度関東学生卓球選手権大会 埼玉・所沢市民体育館 関東学生卓球連盟 全員

2015/7/16～19（木～日） 第85回全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部） 愛媛・愛媛県武道館 日本学生卓球連盟 全員

2015/5/5（火） 2015年度サンフラワーボウル（vs早稲田大学） 神奈川・富士通スタジアム川崎 サンフラワーボウル実行委員会 全員

2015/5/17（日）～6/21（日） 2015年度アメリカンフットボール春季オープン戦 東京・アミノバイタルフィールド他 関東学生アメリカンフットボール連盟 全員

441 軟式野球部 2015/3/31（火）～7月上旬 平成27年度東都学生軟式野球春季リーグ戦 埼玉・笹目公園野球場 他 東都学生軟式野球連盟 全員

2015/3/29～5/10（日） 2015年度関東学生アーチェリーリーグ戦 各大学アーチェリー場 関東学生アーチェリー連盟 該当者
2015/5/23,24（土日） 第26回全日本学生アーチェリー東日本大会 北海道・キロロリゾート 全日本学生アーチェリー連盟 該当者
2015/6/20,21（土日） 第54回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 静岡・ヤマハリゾートつま恋多目的広場 全日本学生アーチェリー連盟 該当者
2015/6/20,21（土日） 第54回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦 静岡・ヤマハリゾートつま恋多目的広場 全日本学生アーチェリー連盟 該当者

2015/6/26～28（金～日） 関東学生アーチェリー連盟フィールド個人選手権大会 東京・花のやまフィールドアーチェリー場 関東学生アーチェリー連盟 該当者

2015/8/6～8（木～土） 関東学生アーチェリー連盟ターゲット個人選手権大会予選 未定 関東学生アーチェリー連盟 該当者
2015/4/11,12,25

5/2,3（土日）
第47回東京都大学ソフトボール連盟春季リーグ戦 東京・国士舘大学多摩キャンパス他 東京都大学ソフトボール連盟 全員

2015/5/9（土） 第50回全日本大学ソフトボール選手権大会東京二次予選 調整中 東京都大学ソフトボール連盟 全員

5/16,17（土日） 第61回全日本総合選手権ソフトボール大会東京都予選会 東京・福生市 福東グラウンド他 東京都ソフトボール協会 全員

2015/4/11（土）～5/6（水） 第47回東京都大学ソフトボール連盟春季リーグ戦 東京・東京富士大学 他 東京都大学ソフトボール連盟 全員
2015/5/9（土） 第50回全日本大学ソフトボール選手権大会東京二次予選 調整中 東京都大学ソフトボール連盟 全員

2015/8/7～11（金～火） 第30回東日本大学選手権大会 調整中 全日本大学ソフトボール連盟 全員

444 少林寺拳法部 2015/5/4（月） 第52回少林寺拳法関東学生大会 東京・日本武道館 関東学生少林寺拳法連盟 全員

445 ホッケー部 2015/4/4（土）～6/21（日） 平成27年度春季関東学生ホッケーリーグ戦 神奈川・慶應義塾大学日吉ホッケー場 他 関東学生ホッケー連盟 全員

2015/5/4,5（月火） 2015あすなろカップ 東京・江戸川区臨海球技場 日本ラクロス協会 2年生
2015/5/下旬 2015全国ラクロスプレシーズントーナメント 長野・菅平高原 日本ラクロス協会 全員

2014/6月下旬 フレッシュマンキャンプ2015 長野・菅平高原 日本ラクロス協会 1年生

447 中大スポーツ新聞部 各々

448 ラクロス部 2015/5/4,5（月火） 2015あすなろカップ 東京・江戸川区臨海球技場 日本ラクロス協会 2年生

439 女子卓球部

446 女子ラクロス部

各部行事に合わせ、取材活動

442 洋弓部

443
ソフトボール部

男子

443-2
ソフトボール部

女子

※今回該当大会・試合等なし

440
アメリカンフット

ボール部
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