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11/1～17（金～日）

11/2（土）

11/2（土）

11/2（土）

11/2（土）、3（日）

11/2（土）、3（日）

11/2～4（土～月）

11/3（日）

11/4（祝）

11/4（祝）

11/4（祝）

11/7（木）

11/7（木）、8（金）

11/7～10（木～日）

11/8～10（金～日）

11/8～10（金～日）

11/9（土）

11/9（土）

11/9（土）、10（日）

11/10（日）

11/10（日）

11/10（日）

11/11～15（月～金）

11/12～17（火～日）

11/13～16（水～土）

11/13～17（水～日）

11/14（木）

11/16（土）

11/16（土）

11/17（日）

バドミントン部

サッカー部

バレーボール部（男子）

スケート部

相撲部

柔道部

準硬式野球部

バレーボール部（男子）

ラグビー部

スケート部

剣道部

バドミントン部

洋弓部

射撃部

水泳部

射撃部

サッカー部

スケート部

レスリング部

ソフトテニス部

アメリカンフットボール部

ホッケー部

フェンシング部

ヨット部

卓球部・女子卓球部

ボクシング部

ゴルフ部

ラグビー部

スケート部

サッカー部

平成25年度関東学生バドミントン新人選手権大会

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対専修大学）

2013年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦（対明治大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対明治大学）

全国学生相撲選手権大会

第15回全日本学生柔道体重別団体優勝大会

第35回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦

2013年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦（対順天堂大学）

関東大学ラグビーリーグ戦（対拓殖大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対早稲田大学）

第61回全日本学生剣道優勝大会

第5回東京都学生バドミントンミックスダブルス選手権大会

関東学生アーチェリー フロンティアカップ

平成25年度関東学生ライフル射撃新人大会
兼平成25年度関東学生ＡＲ・ＳＢＲ大会

FINA競泳ワールドカップ東京2013

平成25年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍライフル）
兼全日本選抜ライフル射撃競技大会（10mエア・ライフル）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対早稲田大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対専修大学）

全日本大学レスリング選手権大会

第50回関東学生選抜ソフトテニスインドア大会

関東大学アメリカンフットボールリーグ戦Ｂブロック（対慶應義塾大学）

平成25年度関東学生ホッケー秋季リーグ（順位決定予選）

第53回全日本大学対抗選手権（インカレ）
第63回全日本学生個人選手権

第66回全日本スナイプ級ヨット選手権大会

第80回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）

第83回全日本アマチュアボクシング選手権大会

平成25年度関東学生ゴルフ連盟11月月例会

関東大学ラグビーリーグ戦（対流通経済大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対慶應義塾大学）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対流通経済大学）

会場未定

東京・駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場

東京・日本体育大学世田谷キャンパスメインアリーナ

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・堺市大浜公園相撲場

兵庫・ベイコム総合体育館

東京・上柚木球場 他

東京・日本体育大学世田谷キャンパスメインアリーナ

東京・上柚木公園陸上競技場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

東京・日本武道館

東京・葛飾区総合スポーツセンター

東京・駒沢公園第一球技場

埼玉・朝霞オリンピック射撃場

東京・辰巳国際水泳場

大阪・能勢国体記念スポーツセンター

茨城・古河サッカー場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・金岡公園体育館

神奈川・横浜国際プール

神奈川・横浜スタジアム

埼玉・駿河台大学

東京・駒沢屋内球技場

滋賀・柳ヶ崎ヨットハーバー

兵庫・ベイコム体育館

長崎・雲仙市吾妻体育館

千葉・一の宮カントリークラブ

東京・江戸川陸上競技場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

茨城・龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド

12/14～25（土～水）

12/15（日）

12/18～20（水～金）

12/21～23（土～祝）

12/22～24（日～火）

サッカー部

アメリカンフットボール部

洋弓部

レスリング部

フェンシング部

第62回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ）

全日本大学選手権甲子園ボウル

2013年度東京都室内アーチェリー選手権大会

平成25年度天皇杯全日本レスリング選手権大会

第66回全日本フェンシング選手権大会

会場未定

兵庫・阪神甲子園球場

東京・東京武道館

東京・国立代々木競技場第二体育館

長崎・諫早市

11/7（木）～10（日）

11/8（金）、9（土）

11/12（火）～15（金）

11/16（土）

11/25（月）

11/30（土）

11/30（土）

11/30（土）

12/1（日）

12/6（金）

12/6（金）～8（日）

12/7（土）

12/7（土）

12/8（日）

12/12（木）

12/12（木）

12/13（金）

12/14（土）

12/15（日）

12/22（日）

12/29(日）

第二演劇研究会

劇団The座

陶芸研究会

辞達学会

英米法研究会

辞達学会

マンドリン倶楽部

竹桐会

吹奏楽部

古典ギタークラブ

ミュージカルカンパニー

中央大学野島記念

リード合奏部

放送研究会

管弦楽部

こだま会

落語研究会

クラシックピアノ同好会

応援団ブラスコアー部

混声合唱部

男声合唱部

2013年度秋公演
「供述調書によると」

劇団The座2013年度
秋公演ミュージカル

作陶展

第５３回花井杯

宇都宮　健児氏講演会

第４回全日本学生弁論大会

第１０５回定期演奏会

第５０回定期演奏会 

第５６回定期演奏会

第４６回定期演奏会

第５７回公演

中央大学野島記念
Business Award 2013

第５２回定期演奏会

冬の番組発表会

第７０回定期演奏会

第４６回定期演奏会

第100回中大落語会

クリスマスコンサート

平成２５年度定期演奏会

第九演奏会

第５８回定期演奏会

明石スタジオ（JR高円寺駅 徒歩4分）

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

八王子市南大沢文化会館

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

府中の森芸術劇場　どりーむホール

府中の森芸術劇場　ふるさとホール

文京シビックホール　大ホール

パルテノン多摩小ホール

中野スタジオあくとれ

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール

江東区文化センター

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

東京芸術劇場

府中の森芸術劇場　ウィーンホール

パルテノン多摩小ホール

南大沢文化会館主ホール

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

オリンパスホール八王子

国立オリンピック記念青少年総合センター

11/7、8 18:00～ 
11/9 13:00～・18:00～ 
11/10 12:00～・16:00～

11/8 17:00～
11/9 13:00～
（開場は30分前から）

10:00～20:00

開場9:20　開演10:10（予定）

開場14:50　開演15:10

午前の部（9:40～12:40）
午後の部（13:40～17:40）

開場17:30　開演18:00

開場13:30　開演14:00

開場13:15　開演14:00

開場17:30　開演18:00

未定

受付12:00　開会式12:30
プレゼン13:00～14:30
　　　  14:45～16:15

開場16:30　開演17:00（予定）

開場12:00　開演12:30

開場18:00　開演19:00

開場18:00　開演18:30

開演18:00

開演12:00（予定）

開演13：30（予定）

開演14:00

開場16:00　開演16:30

予約制　平日500円
　　　　休日700円
　　　　当日1,000円
（予約制のため当日はお待ちいただく
 場合があります）

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

1,000円

無料

未定

無料

無料

無料

1,000円

500円

木戸銭100円

無料

無料

指定席2,500円
自由席1,500円

1,500円

11/17（日）

11/20～22（水～金）

11/20～24（水～日）

11/22（金）、23（土）

11/22～24（金～日）

11/23（土）

11/23（土）

11/23（土）、24（日）

11/23～26（土～火）

11/23～27（土～水）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/26（火）

11/26～12/1（火～日）

11/29～12/1（金～日）

11/29～12/1（金～日）

11/30（土）

11/30（土）、12/1（日）

12/1～8（日～日）

12/2～8（月～日）

12/2～8（月～日）

12/3（火）

12/5（木）

12/7（土）、8（日）

12/11～15（水～日）

12/14（土）

12/14（土）、15（日）

ホッケー部

レスリング部

ヨット部

弓道部

射撃部

陸上競技部

弓道部

卓球部・女子卓球部

軟式野球部

ハンドボール部

ラグビー部

サッカー部

スケート部

自動車部

弓道部

弓道部

剣道部

拳法部

ソフトテニス部

バスケットボール部

スケート部

重量挙部

剣道部

ハンドボール部

硬式庭球部

バレーボール部男子

バドミントン部

ゴルフ部

ソフトテニス部

ハンドボール部

バレーボール部男子

卓球部・女子卓球部

応援部チアリーディング

平成25年度関東学生ホッケー秋季リーグ（順位決定戦）

東日本学生レスリング秋季新人戦

第42回全日本470級ヨット選手権大会

第61回全日本学生弓道王座決定戦

第32回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会（50m・10mSの部）

10000m記録挑戦競技会

第59回東西学生弓道選抜対抗試合

第10回全日本学生選抜卓球選手権大会

第34回東日本学生軟式野球選抜大会

第56回全日本学生ハンドボール選手権大会（インカレ）

関東大学ラグビーリーグ戦（対日本大学）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対日本体育大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対日本大学）

全日本学生自動車運転競技選手権大会

第37回全日本学生弓道女子王座決定戦

第37回女子東西学生弓道選抜対抗試合

第59回関東学生剣道新人戦大会

第58回全日本学生拳法選手権大会

第53回全日本学生ソフトテニス東西対抗戦

第64回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）

第81回全日本アイスホッケー選手権大会

第59回全日本大学対抗選手権大会

第14回関東女子学生剣道新人戦大会

平成25年度秋季ミニミニカップ

第50回全日本学生室内テニス選手権大会

第66回全日本バレーボール大学男子選手権大会（インカレ）

第67回全日本総合バドミントン選手権大会

第51回会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権

第47回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会

第56回全日本学生ハンドボール選手権大会（インカレ）

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権

第66回東京卓球選手権大会東京都予選会

第25回全日本学生チアリーディング選手権大会

東京・東京大学駒場グラウンド

東京・駒沢体育館

福岡・小戸ヨットハーバー

三重・伊勢神宮弓道場

静岡・スポーツ・パル高根の郷

東京・国立競技場

三重・伊勢神宮弓道場

東京・日野市市民の森ふれあいホール

東京・八王子市民球場ほか

山梨・小瀬スポーツ公園ほか

東京・秩父宮ラグビー場

東京・味の素フィールド西が丘

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・近鉄自動車学校

三重・伊勢神宮弓道場

三重・伊勢神宮弓道場

東京・東京武道館

大阪・ボディーメーカーコロシアム

大阪・大阪市中央体育館

東京・国立代々木競技場第2体育館 他

北海道・月寒体育館スケート場

埼玉・さいたま市記念総合体育館

東京・日本武道館

東京・国士舘大学

大阪・江坂テニスセンター

神奈川・川崎市とどろきアリーナほか

東京都・代々木第二体育館

千葉・我孫子ゴルフクラブ

東京・東京体育館

山梨・小瀬スポーツ公園ほか

会場未定

東京・武蔵野総合体育館

東京・国立代々木競技場第一体育館

中大生の活躍を 　見に行こう！
スポーツ・文化の秋

スポーツ

文化活動
開催日 部会名 イベント名 会場 時間 入場料

開催日 部会名 大会名 会場

開催日 部会名 大会名

※天候や試合状況等で大会・イベントの予定が変更になることがあります。時間等の詳細については、部会もしくは学友会事務室にお問い合わせください。

会場 開催日 部会名 大会名 会場

中大生の活躍を見に行こう！
スポーツ・文化の秋
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11/1～17（金～日）

11/2（土）

11/2（土）

11/2（土）

11/2（土）、3（日）

11/2（土）、3（日）

11/2～4（土～月）

11/3（日）

11/4（祝）

11/4（祝）

11/4（祝）

11/7（木）

11/7（木）、8（金）

11/7～10（木～日）

11/8～10（金～日）

11/8～10（金～日）

11/9（土）

11/9（土）

11/9（土）、10（日）

11/10（日）

11/10（日）

11/10（日）

11/11～15（月～金）

11/12～17（火～日）

11/13～16（水～土）

11/13～17（水～日）

11/14（木）

11/16（土）

11/16（土）

11/17（日）

バドミントン部

サッカー部

バレーボール部（男子）

スケート部

相撲部

柔道部

準硬式野球部

バレーボール部（男子）

ラグビー部

スケート部

剣道部

バドミントン部

洋弓部

射撃部

水泳部

射撃部

サッカー部

スケート部

レスリング部

ソフトテニス部

アメリカンフットボール部

ホッケー部

フェンシング部

ヨット部

卓球部・女子卓球部

ボクシング部

ゴルフ部

ラグビー部

スケート部

サッカー部

平成25年度関東学生バドミントン新人選手権大会

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対専修大学）

2013年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦（対明治大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対明治大学）

全国学生相撲選手権大会

第15回全日本学生柔道体重別団体優勝大会

第35回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦

2013年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦（対順天堂大学）

関東大学ラグビーリーグ戦（対拓殖大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対早稲田大学）

第61回全日本学生剣道優勝大会

第5回東京都学生バドミントンミックスダブルス選手権大会

関東学生アーチェリー フロンティアカップ

平成25年度関東学生ライフル射撃新人大会
兼平成25年度関東学生ＡＲ・ＳＢＲ大会

FINA競泳ワールドカップ東京2013

平成25年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍライフル）
兼全日本選抜ライフル射撃競技大会（10mエア・ライフル）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対早稲田大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対専修大学）

全日本大学レスリング選手権大会

第50回関東学生選抜ソフトテニスインドア大会

関東大学アメリカンフットボールリーグ戦Ｂブロック（対慶應義塾大学）

平成25年度関東学生ホッケー秋季リーグ（順位決定予選）

第53回全日本大学対抗選手権（インカレ）
第63回全日本学生個人選手権

第66回全日本スナイプ級ヨット選手権大会

第80回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）

第83回全日本アマチュアボクシング選手権大会

平成25年度関東学生ゴルフ連盟11月月例会

関東大学ラグビーリーグ戦（対流通経済大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対慶應義塾大学）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対流通経済大学）

会場未定

東京・駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場

東京・日本体育大学世田谷キャンパスメインアリーナ

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・堺市大浜公園相撲場

兵庫・ベイコム総合体育館

東京・上柚木球場 他

東京・日本体育大学世田谷キャンパスメインアリーナ

東京・上柚木公園陸上競技場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

東京・日本武道館

東京・葛飾区総合スポーツセンター

東京・駒沢公園第一球技場

埼玉・朝霞オリンピック射撃場

東京・辰巳国際水泳場

大阪・能勢国体記念スポーツセンター

茨城・古河サッカー場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・金岡公園体育館

神奈川・横浜国際プール

神奈川・横浜スタジアム

埼玉・駿河台大学

東京・駒沢屋内球技場

滋賀・柳ヶ崎ヨットハーバー

兵庫・ベイコム体育館

長崎・雲仙市吾妻体育館

千葉・一の宮カントリークラブ

東京・江戸川陸上競技場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

茨城・龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド

12/14～25（土～水）

12/15（日）

12/18～20（水～金）

12/21～23（土～祝）

12/22～24（日～火）

サッカー部

アメリカンフットボール部

洋弓部

レスリング部

フェンシング部

第62回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ）

全日本大学選手権甲子園ボウル

2013年度東京都室内アーチェリー選手権大会

平成25年度天皇杯全日本レスリング選手権大会

第66回全日本フェンシング選手権大会

会場未定

兵庫・阪神甲子園球場

東京・東京武道館

東京・国立代々木競技場第二体育館

長崎・諫早市

11/7（木）～10（日）

11/8（金）、9（土）

11/12（火）～15（金）

11/16（土）

11/25（月）

11/30（土）

11/30（土）

11/30（土）

12/1（日）

12/6（金）

12/6（金）～8（日）

12/7（土）

12/7（土）

12/8（日）

12/12（木）

12/12（木）

12/13（金）

12/14（土）

12/15（日）

12/22（日）

12/29(日）

第二演劇研究会

劇団The座

陶芸研究会

辞達学会

英米法研究会

辞達学会

マンドリン倶楽部

竹桐会

吹奏楽部

古典ギタークラブ

ミュージカルカンパニー

中央大学野島記念

リード合奏部

放送研究会

管弦楽部

こだま会

落語研究会

クラシックピアノ同好会

応援団ブラスコアー部

混声合唱部

男声合唱部

2013年度秋公演
「供述調書によると」

劇団The座2013年度
秋公演ミュージカル

作陶展

第５３回花井杯

宇都宮　健児氏講演会

第４回全日本学生弁論大会

第１０５回定期演奏会

第５０回定期演奏会 

第５６回定期演奏会

第４６回定期演奏会

第５７回公演

中央大学野島記念
Business Award 2013

第５２回定期演奏会

冬の番組発表会

第７０回定期演奏会

第４６回定期演奏会

第100回中大落語会

クリスマスコンサート

平成２５年度定期演奏会

第九演奏会

第５８回定期演奏会

明石スタジオ（JR高円寺駅 徒歩4分）

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

八王子市南大沢文化会館

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

府中の森芸術劇場　どりーむホール

府中の森芸術劇場　ふるさとホール

文京シビックホール　大ホール

パルテノン多摩小ホール

中野スタジオあくとれ

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール

江東区文化センター

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

東京芸術劇場

府中の森芸術劇場　ウィーンホール

パルテノン多摩小ホール

南大沢文化会館主ホール

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

オリンパスホール八王子

国立オリンピック記念青少年総合センター

11/7、8 18:00～ 
11/9 13:00～・18:00～ 
11/10 12:00～・16:00～

11/8 17:00～
11/9 13:00～
（開場は30分前から）

10:00～20:00

開場9:20　開演10:10（予定）

開場14:50　開演15:10

午前の部（9:40～12:40）
午後の部（13:40～17:40）

開場17:30　開演18:00

開場13:30　開演14:00

開場13:15　開演14:00

開場17:30　開演18:00

未定

受付12:00　開会式12:30
プレゼン13:00～14:30
　　　  14:45～16:15

開場16:30　開演17:00（予定）

開場12:00　開演12:30

開場18:00　開演19:00

開場18:00　開演18:30

開演18:00

開演12:00（予定）

開演13：30（予定）

開演14:00

開場16:00　開演16:30

予約制　平日500円
　　　　休日700円
　　　　当日1,000円
（予約制のため当日はお待ちいただく
 場合があります）

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

1,000円

無料

未定

無料

無料

無料

1,000円

500円

木戸銭100円

無料

無料

指定席2,500円
自由席1,500円

1,500円

11/17（日）

11/20～22（水～金）

11/20～24（水～日）

11/22（金）、23（土）

11/22～24（金～日）

11/23（土）

11/23（土）

11/23（土）、24（日）

11/23～26（土～火）

11/23～27（土～水）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/26（火）

11/26～12/1（火～日）

11/29～12/1（金～日）

11/29～12/1（金～日）

11/30（土）

11/30（土）、12/1（日）

12/1～8（日～日）

12/2～8（月～日）

12/2～8（月～日）

12/3（火）

12/5（木）

12/7（土）、8（日）

12/11～15（水～日）

12/14（土）

12/14（土）、15（日）

ホッケー部

レスリング部

ヨット部

弓道部

射撃部

陸上競技部

弓道部

卓球部・女子卓球部

軟式野球部

ハンドボール部

ラグビー部

サッカー部

スケート部

自動車部

弓道部

弓道部

剣道部

拳法部

ソフトテニス部

バスケットボール部

スケート部

重量挙部

剣道部

ハンドボール部

硬式庭球部

バレーボール部男子

バドミントン部

ゴルフ部

ソフトテニス部

ハンドボール部

バレーボール部男子

卓球部・女子卓球部

応援部チアリーディング

平成25年度関東学生ホッケー秋季リーグ（順位決定戦）

東日本学生レスリング秋季新人戦

第42回全日本470級ヨット選手権大会

第61回全日本学生弓道王座決定戦

第32回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会（50m・10mSの部）

10000m記録挑戦競技会

第59回東西学生弓道選抜対抗試合

第10回全日本学生選抜卓球選手権大会

第34回東日本学生軟式野球選抜大会

第56回全日本学生ハンドボール選手権大会（インカレ）

関東大学ラグビーリーグ戦（対日本大学）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対日本体育大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対日本大学）

全日本学生自動車運転競技選手権大会

第37回全日本学生弓道女子王座決定戦

第37回女子東西学生弓道選抜対抗試合

第59回関東学生剣道新人戦大会

第58回全日本学生拳法選手権大会

第53回全日本学生ソフトテニス東西対抗戦

第64回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）

第81回全日本アイスホッケー選手権大会

第59回全日本大学対抗選手権大会

第14回関東女子学生剣道新人戦大会

平成25年度秋季ミニミニカップ

第50回全日本学生室内テニス選手権大会

第66回全日本バレーボール大学男子選手権大会（インカレ）

第67回全日本総合バドミントン選手権大会

第51回会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権

第47回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会

第56回全日本学生ハンドボール選手権大会（インカレ）

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権

第66回東京卓球選手権大会東京都予選会

第25回全日本学生チアリーディング選手権大会

東京・東京大学駒場グラウンド

東京・駒沢体育館

福岡・小戸ヨットハーバー

三重・伊勢神宮弓道場

静岡・スポーツ・パル高根の郷

東京・国立競技場

三重・伊勢神宮弓道場

東京・日野市市民の森ふれあいホール

東京・八王子市民球場ほか

山梨・小瀬スポーツ公園ほか

東京・秩父宮ラグビー場

東京・味の素フィールド西が丘

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・近鉄自動車学校

三重・伊勢神宮弓道場

三重・伊勢神宮弓道場

東京・東京武道館

大阪・ボディーメーカーコロシアム

大阪・大阪市中央体育館

東京・国立代々木競技場第2体育館 他

北海道・月寒体育館スケート場

埼玉・さいたま市記念総合体育館

東京・日本武道館

東京・国士舘大学

大阪・江坂テニスセンター

神奈川・川崎市とどろきアリーナほか

東京都・代々木第二体育館

千葉・我孫子ゴルフクラブ

東京・東京体育館

山梨・小瀬スポーツ公園ほか

会場未定

東京・武蔵野総合体育館

東京・国立代々木競技場第一体育館

中大生の活躍を 　見に行こう！
スポーツ・文化の秋

スポーツ

文化活動
開催日 部会名 イベント名 会場 時間 入場料

開催日 部会名 大会名 会場

開催日 部会名 大会名

※天候や試合状況等で大会・イベントの予定が変更になることがあります。時間等の詳細については、部会もしくは学友会事務室にお問い合わせください。

会場 開催日 部会名 大会名 会場

中大生の活躍を見に行こう！
スポーツ・文化の秋
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11/1～17（金～日）

11/2（土）

11/2（土）

11/2（土）

11/2（土）、3（日）

11/2（土）、3（日）

11/2～4（土～月）

11/3（日）

11/4（祝）

11/4（祝）

11/4（祝）

11/7（木）

11/7（木）、8（金）

11/7～10（木～日）

11/8～10（金～日）

11/8～10（金～日）

11/9（土）

11/9（土）

11/9（土）、10（日）

11/10（日）

11/10（日）

11/10（日）

11/11～15（月～金）

11/12～17（火～日）

11/13～16（水～土）

11/13～17（水～日）

11/14（木）

11/16（土）

11/16（土）

11/17（日）

バドミントン部

サッカー部

バレーボール部（男子）

スケート部

相撲部

柔道部

準硬式野球部

バレーボール部（男子）

ラグビー部

スケート部

剣道部

バドミントン部

洋弓部

射撃部

水泳部

射撃部

サッカー部

スケート部

レスリング部

ソフトテニス部

アメリカンフットボール部

ホッケー部

フェンシング部

ヨット部

卓球部・女子卓球部

ボクシング部

ゴルフ部

ラグビー部

スケート部

サッカー部

平成25年度関東学生バドミントン新人選手権大会

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対専修大学）

2013年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦（対明治大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対明治大学）

全国学生相撲選手権大会

第15回全日本学生柔道体重別団体優勝大会

第35回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦

2013年度秋季関東大学バレーボールリーグ戦（対順天堂大学）

関東大学ラグビーリーグ戦（対拓殖大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対早稲田大学）

第61回全日本学生剣道優勝大会

第5回東京都学生バドミントンミックスダブルス選手権大会

関東学生アーチェリー フロンティアカップ

平成25年度関東学生ライフル射撃新人大会
兼平成25年度関東学生ＡＲ・ＳＢＲ大会

FINA競泳ワールドカップ東京2013

平成25年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（50ｍライフル）
兼全日本選抜ライフル射撃競技大会（10mエア・ライフル）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対早稲田大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対専修大学）

全日本大学レスリング選手権大会

第50回関東学生選抜ソフトテニスインドア大会

関東大学アメリカンフットボールリーグ戦Ｂブロック（対慶應義塾大学）

平成25年度関東学生ホッケー秋季リーグ（順位決定予選）

第53回全日本大学対抗選手権（インカレ）
第63回全日本学生個人選手権

第66回全日本スナイプ級ヨット選手権大会

第80回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）

第83回全日本アマチュアボクシング選手権大会

平成25年度関東学生ゴルフ連盟11月月例会

関東大学ラグビーリーグ戦（対流通経済大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対慶應義塾大学）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対流通経済大学）

会場未定

東京・駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場

東京・日本体育大学世田谷キャンパスメインアリーナ

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・堺市大浜公園相撲場

兵庫・ベイコム総合体育館

東京・上柚木球場 他

東京・日本体育大学世田谷キャンパスメインアリーナ

東京・上柚木公園陸上競技場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

東京・日本武道館

東京・葛飾区総合スポーツセンター

東京・駒沢公園第一球技場

埼玉・朝霞オリンピック射撃場

東京・辰巳国際水泳場

大阪・能勢国体記念スポーツセンター

茨城・古河サッカー場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・金岡公園体育館

神奈川・横浜国際プール

神奈川・横浜スタジアム

埼玉・駿河台大学

東京・駒沢屋内球技場

滋賀・柳ヶ崎ヨットハーバー

兵庫・ベイコム体育館

長崎・雲仙市吾妻体育館

千葉・一の宮カントリークラブ

東京・江戸川陸上競技場

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

茨城・龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド

12/14～25（土～水）

12/15（日）

12/18～20（水～金）

12/21～23（土～祝）

12/22～24（日～火）

サッカー部

アメリカンフットボール部

洋弓部

レスリング部

フェンシング部

第62回全日本大学サッカー選手権大会(インカレ）

全日本大学選手権甲子園ボウル

2013年度東京都室内アーチェリー選手権大会

平成25年度天皇杯全日本レスリング選手権大会

第66回全日本フェンシング選手権大会

会場未定

兵庫・阪神甲子園球場

東京・東京武道館

東京・国立代々木競技場第二体育館

長崎・諫早市

11/7（木）～10（日）

11/8（金）、9（土）

11/12（火）～15（金）

11/16（土）

11/25（月）

11/30（土）

11/30（土）

11/30（土）

12/1（日）

12/6（金）

12/6（金）～8（日）

12/7（土）

12/7（土）

12/8（日）

12/12（木）

12/12（木）

12/13（金）

12/14（土）

12/15（日）

12/22（日）

12/29(日）

第二演劇研究会

劇団The座

陶芸研究会

辞達学会

英米法研究会

辞達学会

マンドリン倶楽部

竹桐会

吹奏楽部

古典ギタークラブ

ミュージカルカンパニー

中央大学野島記念

リード合奏部

放送研究会

管弦楽部

こだま会

落語研究会

クラシックピアノ同好会

応援団ブラスコアー部

混声合唱部

男声合唱部

2013年度秋公演
「供述調書によると」

劇団The座2013年度
秋公演ミュージカル

作陶展

第５３回花井杯

宇都宮　健児氏講演会

第４回全日本学生弁論大会

第１０５回定期演奏会

第５０回定期演奏会 

第５６回定期演奏会

第４６回定期演奏会

第５７回公演

中央大学野島記念
Business Award 2013

第５２回定期演奏会

冬の番組発表会

第７０回定期演奏会

第４６回定期演奏会

第100回中大落語会

クリスマスコンサート

平成２５年度定期演奏会

第九演奏会

第５８回定期演奏会

明石スタジオ（JR高円寺駅 徒歩4分）

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

八王子市南大沢文化会館

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

府中の森芸術劇場　どりーむホール

府中の森芸術劇場　ふるさとホール

文京シビックホール　大ホール

パルテノン多摩小ホール

中野スタジオあくとれ

多摩キャンパスCスクエア3階小ホール

江東区文化センター

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

東京芸術劇場

府中の森芸術劇場　ウィーンホール

パルテノン多摩小ホール

南大沢文化会館主ホール

多摩キャンパスCスクエア2階中ホール

オリンパスホール八王子

国立オリンピック記念青少年総合センター

11/7、8 18:00～ 
11/9 13:00～・18:00～ 
11/10 12:00～・16:00～

11/8 17:00～
11/9 13:00～
（開場は30分前から）

10:00～20:00

開場9:20　開演10:10（予定）

開場14:50　開演15:10

午前の部（9:40～12:40）
午後の部（13:40～17:40）

開場17:30　開演18:00

開場13:30　開演14:00

開場13:15　開演14:00

開場17:30　開演18:00

未定

受付12:00　開会式12:30
プレゼン13:00～14:30
　　　  14:45～16:15

開場16:30　開演17:00（予定）

開場12:00　開演12:30

開場18:00　開演19:00

開場18:00　開演18:30

開演18:00

開演12:00（予定）

開演13：30（予定）

開演14:00

開場16:00　開演16:30

予約制　平日500円
　　　　休日700円
　　　　当日1,000円
（予約制のため当日はお待ちいただく
 場合があります）

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

1,000円

無料

未定

無料

無料

無料

1,000円

500円

木戸銭100円

無料

無料

指定席2,500円
自由席1,500円

1,500円

11/17（日）

11/20～22（水～金）

11/20～24（水～日）

11/22（金）、23（土）

11/22～24（金～日）

11/23（土）

11/23（土）

11/23（土）、24（日）

11/23～26（土～火）

11/23～27（土～水）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/24（日）

11/26（火）

11/26～12/1（火～日）

11/29～12/1（金～日）

11/29～12/1（金～日）

11/30（土）

11/30（土）、12/1（日）

12/1～8（日～日）

12/2～8（月～日）

12/2～8（月～日）

12/3（火）

12/5（木）

12/7（土）、8（日）

12/11～15（水～日）

12/14（土）

12/14（土）、15（日）

ホッケー部

レスリング部

ヨット部

弓道部

射撃部

陸上競技部

弓道部

卓球部・女子卓球部

軟式野球部

ハンドボール部

ラグビー部

サッカー部

スケート部

自動車部

弓道部

弓道部

剣道部

拳法部

ソフトテニス部

バスケットボール部

スケート部

重量挙部

剣道部

ハンドボール部

硬式庭球部

バレーボール部男子

バドミントン部

ゴルフ部

ソフトテニス部

ハンドボール部

バレーボール部男子

卓球部・女子卓球部

応援部チアリーディング

平成25年度関東学生ホッケー秋季リーグ（順位決定戦）

東日本学生レスリング秋季新人戦

第42回全日本470級ヨット選手権大会

第61回全日本学生弓道王座決定戦

第32回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会（50m・10mSの部）

10000m記録挑戦競技会

第59回東西学生弓道選抜対抗試合

第10回全日本学生選抜卓球選手権大会

第34回東日本学生軟式野球選抜大会

第56回全日本学生ハンドボール選手権大会（インカレ）

関東大学ラグビーリーグ戦（対日本大学）

第87回関東大学サッカーリーグ戦後期（対日本体育大学）

平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦（対日本大学）

全日本学生自動車運転競技選手権大会

第37回全日本学生弓道女子王座決定戦

第37回女子東西学生弓道選抜対抗試合

第59回関東学生剣道新人戦大会

第58回全日本学生拳法選手権大会

第53回全日本学生ソフトテニス東西対抗戦

第64回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）

第81回全日本アイスホッケー選手権大会

第59回全日本大学対抗選手権大会

第14回関東女子学生剣道新人戦大会

平成25年度秋季ミニミニカップ

第50回全日本学生室内テニス選手権大会

第66回全日本バレーボール大学男子選手権大会（インカレ）

第67回全日本総合バドミントン選手権大会

第51回会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権

第47回全日本学生選抜ソフトテニスインドア選手権大会

第56回全日本学生ハンドボール選手権大会（インカレ）

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権

第66回東京卓球選手権大会東京都予選会

第25回全日本学生チアリーディング選手権大会

東京・東京大学駒場グラウンド

東京・駒沢体育館

福岡・小戸ヨットハーバー

三重・伊勢神宮弓道場

静岡・スポーツ・パル高根の郷

東京・国立競技場

三重・伊勢神宮弓道場

東京・日野市市民の森ふれあいホール

東京・八王子市民球場ほか

山梨・小瀬スポーツ公園ほか

東京・秩父宮ラグビー場

東京・味の素フィールド西が丘

東京・ダイドードリンコアイスアリーナ

大阪・近鉄自動車学校

三重・伊勢神宮弓道場

三重・伊勢神宮弓道場

東京・東京武道館

大阪・ボディーメーカーコロシアム

大阪・大阪市中央体育館

東京・国立代々木競技場第2体育館 他

北海道・月寒体育館スケート場

埼玉・さいたま市記念総合体育館

東京・日本武道館

東京・国士舘大学

大阪・江坂テニスセンター

神奈川・川崎市とどろきアリーナほか

東京都・代々木第二体育館

千葉・我孫子ゴルフクラブ

東京・東京体育館

山梨・小瀬スポーツ公園ほか

会場未定

東京・武蔵野総合体育館

東京・国立代々木競技場第一体育館

中大生の活躍を 　見に行こう！
スポーツ・文化の秋

スポーツ

文化活動
開催日 部会名 イベント名 会場 時間 入場料

開催日 部会名 大会名 会場

開催日 部会名 大会名

※天候や試合状況等で大会・イベントの予定が変更になることがあります。時間等の詳細については、部会もしくは学友会事務室にお問い合わせください。

会場 開催日 部会名 大会名 会場

中大生の活躍を見に行こう！
スポーツ・文化の秋


