
【中央大学学友会体育連盟所属部会出場試合・大会予定表（8月1日～9月19日）】
※公開日（右に記載の日付）現在の予定のため、出場が取りやめになる場合や日程が変更される場合があります。

※詳細は各部や大会のホームページ、SNSでご確認ください。

2019年8月8日現在

部　名 開催日（自） （至） 大会名 場  所

サッカー部 2019/8/3 - インディペンデンスリーグ2019【関東】 中央大学多摩キャンパスサッカー場

ソフトボール部 2019/8/3 - 鴻巣オープン 埼玉・鴻巣市糠田運動場

陸上競技部 2019/8/4 - 第44回 蔵王坊平クロスカントリー大会 山形・蔵王坊平アスリートヴィレッジ

サッカー部 2019/8/4 - JR東日本カップ2019関東大学サッカーリーグ戦【前期】 神奈川・桐蔭学園多目的グラウンド

ソフトテニス部 2019/8/5 2019/8/7 第73回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 岩手県・盛岡市立太田テニスコート

卓球部 2019/8/6 2019/8/7 2019年第86回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部　関東地区予選 東京・駒沢体育館

女子卓球部 2019/8/6 - 第86回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部　関東地区予選 東京・駒沢体育館

サッカー部 2019/8/7 - JR東日本カップ2019関東大学サッカーリーグ戦【前期】 埼玉・浦和駒場スタジアム

ソフトテニス部 2019/8/8 2019/8/9 第74回三笠宮賜杯全日本学生ソフトテニス選手権大会 岩手県・盛岡市立太田テニスコート

ソフトテニス部 2019/8/9 2019/8/10 第61回全日本学生ソフトテニスシングルス選手権大会 岩手県・盛岡市立太田テニスコート

サッカー部 2019/8/10 - JR東日本カップ2019関東大学サッカーリーグ戦【前期】 埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

ソフトボール部 2019/8/10 2019/8/13 第32回東日本男子ソフトボール選手権大会 岩手・石鳥谷ふれあい運動場

ラクロス部 2019/8/10 - 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 東京・駒沢オリンピック公園第一球技場

サッカー部 2019/8/11 - 2019年度　第3回関東大学サッカーリーグ新人戦 中央大学多摩キャンパスサッカー場

相撲部 2019/8/14 - 全日本大学選抜相撲十和田大会 青森県十和田市相撲場

弓道部 2019/8/14 2019/8/16 第６７回全日本学生弓道選手権大会 神戸・グリーンアリーナ神戸

ラクロス部 2019/8/16 - 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 東京・駒沢オリンピック公園第一球技場

弓道部 2019/8/17 - 第50回全日本学生弓道遠的選手権大会 神戸・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

女子ラクロス部 2019/8/17 2019/9/5 2019年度新人戦サマーステージ 8/17　東京・アミノバイタルフィールド他

射撃部 2019/8/18 2019/8/20 関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会予選会 埼玉・長瀞射撃場

女子ラクロス部 2019/8/18 2019/9/15 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 8/18　東京・葛飾区奥戸総合スポーツセンター他

卓球部 2019/8/22 2019/8/23 2019年第13回関東学生卓球チームカップ　Aブロック 東京・駒沢屋内球技場

女子卓球部 2019/8/22 2019/8/23 2019年・第13回関東学生卓球チームカップ 東京・駒沢屋内競技場

応援部（リーダー） 2019/8/23 - 第21回関東チアリーディング選手権大会応援 東京、武蔵の森総合スポーツプラザ

応援部（チアリーディング） 2019/8/23 2019/8/25 JAPAN　CUP2019日本選手権大会 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ

サッカー部 2019/8/24 - 2019年度　第3回関東大学サッカーリーグ新人戦 東京・拓殖大学八王子キャンパスグラウンド

自転車競技部 2019/8/24 2019/8/26 文部科学大臣杯第75回全日本大学選手権自転車競技大会　(トラック) 長野・美鈴湖自転車競技場

馬術部 2019/8/25 - 第４０回学生馬術東西対抗競技会 三木ホースランドパーク

ゴルフ部 2019/8/26 2019/8/30 日本学生ゴルフ選手権 男子・女子 兵庫 小野グランドカントリークラブ

ゴルフ部 2019/8/29 2019/8/30 関東学生ゴルフ連盟 男子・女子8月月例 群馬 サンコー72 東コース

馬術部 2019/8/31 2019/9/1 第89回関東学生馬術争覇戦 津久井馬術競技場

ラクロス部 2019/8/31 - 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 東京・江戸川区臨海球技場多目的グラウンド

自転車競技部 2019/9/1 - 文部科学大臣杯第75回全日本大学選手権自転車競技大会　(ロード) 長野・大町美麻地区

アメリカンフットボール部 2019/9/1 2019/9/1 2019年リーグ戦vs法政大学 アミノバイタルフィールド

卓球部 2019/9/4 2019/9/5 2019年　秋季　関東学生卓球リーグ戦 東京・港区スポーツセンター

サッカー部 2019/9/4 - インディペンデンスリーグ2019【関東】 栃木・作新学院大学グラウンド

ゴルフ部 2019/9/4 2019/9/6 関東学生秋季女子Dブロックリーグ戦 埼玉 こだまゴルフクラブ

女子卓球部 2019/9/4 2019/9/5 令和元年度秋季関東学生卓球リーグ戦 東京・港区スポーツセンター

ボート部 2019/9/5 2019/9/8 第46回全日本大学選手権 埼玉・戸田ボートコース

応援部（ブラスコアー） 2019/9/6 2019/10/6 令和元年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦 東京・上柚木公園野球場

自転車競技部 2019/9/6 2019/9/8 ツール・ド北海道国際大会 北海道・旭川市

射撃部 2019/9/6 2019/9/8 JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ兼第30回ISSFｼﾞｭﾆｱﾗｲﾌﾙ射撃競技選手権大会 埼玉・長瀞射撃場

ソフトボール部 2019/9/6 2019/9/9 文部科学大臣杯第５４回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 富山・岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場

ラクロス部 2019/9/6 - 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 神奈川・慶應義塾大学日吉陸上競技場

バスケットボール部 2019/9/7 2019/9/8 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦
7日（対　慶應義塾大学）8日(対　駒澤大学） 駒澤大学玉川キャンパス

硬式野球部 2019/9/9 2019/11/1 2019年度東都大学野球秋季リーグ戦 東京・明治神宮野球場



【中央大学学友会体育連盟所属部会出場試合・大会予定表（8月1日～9月19日）】
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2019年8月8日現在

部　名 開催日（自） （至） 大会名 場  所

応援部（ブラスコアー） 2019/9/9 2019/11/1 令和元年度東都大学野球秋季リーグ戦 東京・明治神宮野球場

ゴルフ部 2019/9/9 2019/9/12 関東学生秋季男子Bブロックリーグ戦 茨城 茨城ロイヤルカントリークラブ

卓球部 2019/9/11 2019/9/13 2019　秋季　関東学生卓球リーグ戦 埼玉県・和光市総合体育館・所沢市民体育館

女子卓球部 2019/9/11 2019/9/13 令和元年度秋季関東学生卓球リーグ戦 東京・所沢市民体育館

陸上競技部 2019/9/12 2019/9/15 天皇賜盃第88回日本学生陸上競技対校選手権 岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場

女子陸上競技部 2019/9/12 2019/9/15 天皇賜盃第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 岐阜・岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場

射撃部 2019/9/12 2019/9/15 関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 埼玉・長瀞射撃場

バスケットボール部 2019/9/14 2019/9/15 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦
14日（対　山梨学院大学）15日(対　明星大学） 東洋大学総合スポーツセンター

卓球部 2019/9/14 - 2019年度全日本卓球選手権大会(シングルス)東京都予選 東京・駒沢屋内球技場

自転車競技部 2019/9/14 2019/9/16 全日本自転車競技選手権大会　(トラック) 未定(2019/7/27現在)

アメリカンフットボール部 2019/9/15 2019/9/15 2019年リーグ戦vs立教大学 AGFフィールド

少林寺拳法部 2019/9/15 - 第１７回少林寺拳法関東学生新人大会 千葉・ＪＦＥ体育館

ラクロス部 2019/9/16 - 第32回関東学生ラクロスリーグ戦 埼玉・立教大学新座キャンパス多目的グラウンド

バスケットボール部 2019/9/17 2019/9/18 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦
17日（対　順天堂大学）18日(対　東洋大学 ） とどろきアリーナbコート

ボクシング部 無し - - -

合気道部 無し - - -


