
2021年10月8日現在

部　名 開催日（自） （至） 大会名 場  所

サッカー部 2021/7/17 2021/11/14 2021年度第5回関東大学サッカーリーグ新人戦 東京都他

軟式野球部 2021/8/16 2021/12/17（予定） 令和3年度　東都学生軟式野球連盟秋季リーグ戦 埼玉県・戸田市笹目公園野球場他

サッカー部 8月中旬 11月末 インディペンデンスリーグ2021【関東】 東京都他

準硬式野球部 2021/9/3 2021/10/26 2021年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦
スリーボンドスタジアム八王子、
スリーボンドベースボールパーク上柚木

応援部（ブラスコアー） 2021/9/3 2021/10/26 2021年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦
スリーボンドスタジアム八王子、
スリーボンドベースボールパーク上柚木

ハンドボール部 2021/9/4 2021/10/23 2021年関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ戦
国士舘大学多摩キャンパス、
東海大学湘南キャンパス等

バレーボール部 2021/09/11 2021/11/13 2021年度 秋季関東大学バレーボールリーグ戦 小田原アリーナ他

ラクロス部 2021/09/11 2021/10/31 2021Bリーグ 未定

サッカー部 2021/9/12 2021/11末
JR東日本カップ2021
第95回関東大学サッカーリーグ【後期】

東京都他

女子ラクロス部 2021/9/12 未定 第33回関東学生ラクロスリーグ戦 東京大学検見川総合運動場　等

硬式野球部 2021/9/13 2021/10/28 令和３年度　東都大学野球　秋季リーグ戦 東京都・明治神宮球場

応援部（リーダー） 2021/9/13 2021/10/26 令和3年度東都大学野球秋季リーグ戦 東京都・明治神宮球場

応援部（チアリーディング） 2021/9/13 2021/10/26 令和3年度東都大学野球秋季リーグ戦 東京都・神宮球場

応援部（ブラスコアー） 2021/9/13 2021/10/26 令和3年度東都大学野球秋季リーグ戦 東京都・明治神宮野球場

ホッケー部 2021/9/18 2021/11/21 令和3年度秋季関東学生ホッケーリーグ 東京都・駿河台・早稲田東伏見

バレーボール部（女子） 2021/9/25 2021/11/13 令和3年度秋季関東大学女子3部Bバレーボールリーグ戦 埼玉県・平成国際大学

バスケットボール部 2021/10/2 2021/11/7 第97回関東大学バスケットボールリーグ戦 東京都・大田区総合体育館、駒沢体育館など

硬式庭球部 2021/10/2 未定
2021年度王座出場校決定トーナメント
（関東リーグ代替大会）

亜細亜大学テニスコート
又は早稲田大学テニスコート

アメリカンフットボール部 2021/10/2 2021/12/26
2021年度第88回関東大学
アメリカンフットボールリーグ戦

東京都/アミノバイタルフィールド
神奈川県/横浜スタジアム

応援部（チアリーディング） 2021/10/3 2021/12/5 関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦 未定

ゴルフ部 2021/10/5 2021/10/7
第68回朝日杯争奪
日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会

長野県・軽井沢72カントリークラブ

水泳部 2021/10/7 2021/10/10 第97回日本学生選手権水泳競技大会 東京・東京辰巳国際水泳場

ヨット部 2021/10/8 2021/10/10 第 88 回 関東学生ヨット選手権大会 神奈川県葉山町

レスリング部 2021/10/9 2021/10/10 全日本大学グレコローマン選手権 大阪・泉佐野市JCOM末広体育館

卓球部 2021/10/9 2021/10/10 2021年度全日本卓球選手権大会　愛知県予選 愛知県・パロマ瑞穂アリーナ、名東スポーツセンター

弓道部 2021/10/9 - 令和４年度女子部リーグ戦第Ⅴ週 東京都・中央大学弓道場

相撲部 2021/10/10 - 第1回全国学生選抜大会 埼玉県

バレーボール部 2021/10/10 2021/10/10
令和3年度天皇杯・皇后杯全日本バレー
ボール選手権大会関東ブロックラウンド

埼玉県・彩の国くまがやドーム
(熊谷スポーツ文化公園内)

ラグビー部 2021/10/10 2021/10/10 関東大学ラグビー秋季リーグ 茨城県・流通経済大学G

フェンシング部 2021/10/10 2021/10/10 第53回東京都シニア男子サーブル個人選手権大会 未定

弓道部 2021/10/10 - 令和４年度リーグ戦第Ⅴ週 東京都・中央大学弓道場

射撃部 2021/10/12 2021/10/15
埼玉県知事賞争奪
関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会

埼玉県・長瀞射撃場

ゴルフ部 2021/10/12 2021/10/12 2021 度関東学生ゴルフ連盟男子ブロック入替戦 栃木県・杉の郷カントリークラブ

レスリング部 2021/10/13 2021/10/14 令和3年度全日本学生レスリング選手権大会フリースタイル 東京・駒沢体育館

【中央大学 学友会体育連盟 所属部会 出場試合・大会予定表（２０２２年３月まで）】

※大会の詳細については、各部や大会のホームページ、SNSでご確認ください。

※2021年10月8日現在の予定のため、出場が取りやめになる場合や日程が変更になる場合があります。
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2021年10月8日現在

部　名 開催日（自） （至） 大会名 場  所

【中央大学 学友会体育連盟 所属部会 出場試合・大会予定表（２０２２年３月まで）】

※大会の詳細については、各部や大会のホームページ、SNSでご確認ください。

※2021年10月8日現在の予定のため、出場が取りやめになる場合や日程が変更になる場合があります。

ゴルフ部 2021/10/13 2021/10/13 2021 年度関東学生ゴルフ連盟（男子／女子）10 月月例会 栃木県・杉の郷カントリークラブ

フェンシング部 2021/10/14 2021/10/22 第73回関東学生フェンシング選手権大会 東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場

射撃部 2021/10/14 2021/10/17
全日本学生スポーツ射撃選手権大会
第68回男子総合/第34回女子総合

埼玉県・長瀞射撃場（分散開催）

洋弓部 2021/10/14 2021/10/17 第33回全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会 群馬県・群馬国際フィールドアーチェリー場

水泳部 2021/10/15 2021/10/17 第63回日本選手権(25ｍ)水泳競技大会 東京・東京辰巳国際水泳場

スケート部 2021/10/15 2021/11/17 東日本学生フィギュアスケート選手権大会 群馬県・ALSOKぐんまアイスアリーナ

バドミントン部 2021/10/15 2021/10/21 第72回全日本学生バドミントン選手権大会 奈良県・未定

水泳部（水球） 2021/10/16 2021/10/18 第97回　日本選手権水泳競技大会　最終予選会 静岡県・静岡県立水泳場

卓球部 2021/10/16 2021/10/17 2021年　全日本卓球選手権大会（一般の部）兼予選会 岡山県・真備総合公園体育館

卓球部 2021/10/16 2021/10/17
天皇杯・皇后杯2022年全日本卓球選手権
（一般の部）島根県予選大会
兼第77回国民体育大会島根県選考会

島根県・益田市民体育館

ラグビー部 2021/10/16 2021/10/16 関東大学ラグビー秋季リーグ 未定

スケート部 2021/10/16 2021/11/23 関東学生アイスホッケーリーグ戦 東京都・ダイドードリンコアイスアリーナ

合気道部 2021/10/16 - 令和3年度全日本学生合気道演武大会 東京都・日本武道館

相撲部 2021/10/17 - 第58回全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会 和歌山県

ラグビー部 2021/10/17 2021/10/17 第43回 関東大学ジュニア選手権大会 埼玉県・大東文化大学G

柔道部 2021/10/17 - 東京学生柔道体重別選手権大会　男子4階級 東京都・講道館

硬式庭球部 2021/10/20 2021/10/29 2021年関東学生テニス選手権大会　予選 各大学テニスコート

自転車競技部 2021/10/22 2021/10/24
第89回全日本自転車競技選手権大会 ロード・レー
ス／第24回全日本選手権個人タイム・トライアル・
ロード・レース大会

広島県・広島県立中央森林公園

重量挙部 2021/10/22 2021/10/24
令和3年度第67回全日本学生
ウエイトリフティング個人選手権大会

石川県　いしかわ総合スポーツセンター

射撃部 2021/10/22 2021/10/24
全日本ライフル射撃選手権大会(50mライフル) 兼全
日本選抜ライフル射撃競技大会(10mAR/AP)

大阪府・能勢射撃場

陸上競技部 2021/10/23 - 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 陸上自衛隊立川駐屯地

卓球部 2021/10/23 2021/10/24
2021年度山形県卓球選手権大会（一般の部）兼
2021年度全日本卓球選手権大会山形県予選大会
（一般の部）

山形県・山形県総合運動公園総合体育館

自動車部 2021/10/23 2021/10/24 関東学生対抗軽自動車5時間耐久レース 長野県・スポーツランド信州

フェンシング部 2021/10/23 2021/10/23 第54回東京都シニア男子フルーレ個人選手権大会 東京都・北区滝野川体育館

弓道部 2021/10/23 -
令和４年度リーグ戦順位決定戦
・東西対抗戦出場者決定競射

東京都・中央大学弓道場

応援部（ブラスコアー） 2021/10/23 - 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 東京都・陸上自衛隊立川駐屯地

柔道部 2021/10/23 - 東京学生柔道体重別選手権大会　男子３階級 東京都・講道館

ソフトボール部 2021/10/23 2021/10/25 第52回関東大学ソフトボール選手権大会 群馬県渋川市渋川坂東橋緑地公園ソフトボール場

ラグビー部 2021/10/24 2021/10/24 第43回 関東大学ジュニア選手権大会 埼玉県・東洋大学

フェンシング部 2021/10/24 2021/10/24 第54回東京都シニア男子エペ個人選手権大会 東京都・北区滝野川体育館

弓道部 2021/10/24 -
令和４年度女子部リーグ戦順位決定戦・東西対抗
戦出場者決定競射

東京都・中央大学弓道場
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2021年10月8日現在

部　名 開催日（自） （至） 大会名 場  所

【中央大学 学友会体育連盟 所属部会 出場試合・大会予定表（２０２２年３月まで）】

※大会の詳細については、各部や大会のホームページ、SNSでご確認ください。

※2021年10月8日現在の予定のため、出場が取りやめになる場合や日程が変更になる場合があります。

剣道部 2021/10/24 - 第68回全日本学生剣道優勝大会 大阪府・エディオンアリーナ

自転車競技部 2021/10/24 2021/10/24
第56回 全日本学生自転車競技
トラック新人戦・東日本大会

山梨県・境川自転車競技場

ゴルフ部 2021/10/25 2021/10/27 第 68 回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権（個人戦） 千葉県・千葉カントリークラブ

ボート部 2021/10/26 2021/10/31
第48回全日本大学選手権大会
・第99回全日本選手権大会

埼玉県・戸田ボートコース

水泳部（水球） 2021/10/28 2021/10/31 第97回　日本選手権水泳競技大会 千葉県・千葉県国際総合水泳場

卓球部 2021/10/28 2021/10/31 第87回全日本大学総合卓球選手権大会・個人の部 埼玉県・所沢市民体育館

馬術部 2021/10/28 2021/11/3 全日本学生馬術大会2021 未定

射撃部 2021/10/28 2021/10/31 関東学生スポーツ射撃新人大会 埼玉県・長瀞射撃場

女子卓球部 2021/10/28 2021/10/31
2021年（令和3年度）第87回全日本大学総合選手
権大会　個人の部

埼玉県・所沢市民体育館

ヨット部 2021/10/29 2021/11/1 2021 年度全日本学生ヨット個人選手権大会
愛知県蒲郡市海陽町 1-7 
豊田自動織機海陽ヨットハーバー

射撃部 2021/10/29 2021/10/31 第37回 全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会 栃木県・栃木県ライフル射撃場

フェンシング部 2021/10/30 2021/10/30 第54回東京都シニア女子フルーレ個人選手権大会 東京都・北区滝野川体育館

弓道部 2021/10/30 - 令和４年度リーグ戦入替戦 東京都・中央大学弓道場

ラグビー部 2021/10/31 2021/10/31 関東大学ラグビー秋季リーグ 埼玉県・セナリオハウスフィールド三郷

弓道部 2021/10/31 - 令和４年度女子部リーグ戦入替戦 東京都・中央大学弓道場

女子陸上競技部 2021/10/31 - 第39回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 宮城県・
弘進ゴム アスリートパーク仙台

ラクロス部 未定 2021/11/14 育成リーグ 未定

ゴルフ部 2021/11/2 2021/11/2
2021 年度関東学生ゴルフ連盟
（男子／女子）11月月例会

千葉県・サンヒルズカントリークラブ

ヨット部 2021/11/3 2021/11/7 第 86 回全日本学生ヨット選手権大会
愛知県蒲郡市海陽町 1-7 
豊田自動織機海陽ヨットハーバー

卓球部 2021/11/3 2021/11/3
令和3年度全日本卓球選手権大会
（一般の部）福岡県予選会

福岡県・中間市体育文化センター

レスリング部 2021/11/4 2021/11/5
令和３年度全日本学生レスリング選手権大会グレコ
ローマンスタイル

山口・キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

ハンドボール部 2021/11/5 2021/11/10 高松宮記念杯男子64回女子57回全日本学生選手権 山梨県甲府市

相撲部 2021/11/6 2021/11/7 第99回全国学生相撲
選手権大会 大阪府

卓球部 2021/11/6 2021/11/6
令和3年度岩手県卓球選手権大会兼全日本予選
会（一般の部）

岩手県・北上市総合体育館

卓球部 2021/11/6 2021/11/7 全日本卓球選手権大会（一般の部）石川県予選会 石川県・小松総合体育館

洋弓部 2021/11/6 2021/11/7 2021年度関東学生アーチェリー新人個人選手権大会 神奈川県・富岡総合公園アーチェリー場

陸上競技部 2021/11/7 - 第53回全日本大学駅伝対抗選手権大会 名古屋～伊勢

ラグビー部 2021/11/7 2021/11/7 関東大学ラグビー秋季リーグ 神奈川県・専修大学G

少林寺拳法部 2021/11/7 2021/11/7 第５５回少林寺拳法全日本学生大会 未定

洋弓部 2021/11/12 2021/11/14 第8回高柳杯兼SHIBUYA ACADEMIC CUP 東京都・夢の島公園アーチェリー場

ソフトテニス部 2021/11/13 2021/11/14 令和三年度関東学生新進大会 未定

レスリング部 2021/11/13 2021/11/14 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 栃木・足利市民体育館

柔道部 2021/11/13 2021/11/14 全日本学生柔道優勝大会 千葉県・千葉ポートアリーナ

バドミントン部 2021/11/13 2021/11/14
全日本学生ミックスダブルス選手権大会代替大会
（計画段階）

未定
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2021年10月8日現在

部　名 開催日（自） （至） 大会名 場  所

【中央大学 学友会体育連盟 所属部会 出場試合・大会予定表（２０２２年３月まで）】

※大会の詳細については、各部や大会のホームページ、SNSでご確認ください。

※2021年10月8日現在の予定のため、出場が取りやめになる場合や日程が変更になる場合があります。

剣道部 2021/11/14 - 第40回全日本女子学生剣道大会 愛知県・春日井総合体育館

拳法部 2021/11/14 2021/11/14 第66回全日本学生拳法選手権大会 大阪府・大阪府立体育館

硬式庭球部 2021/11/15 2021/11/22 2021年関東学生テニス選手権大会　本戦 埼玉県・大宮けんぽグラウンド

ゴルフ部 2021/11/16 2021/11/16 会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権 千葉県・我孫子ゴルフクラブ

フェンシング部 2021/11/17 2021/11/21 全日本学生フェンシング選手権大会（インカレ） 東京都・駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園　屋内球技場

馬術部 2021/11/19 2021/11/21
関東学生馬術男子競技大会
・関東学生馬術女子競技大会

神奈川県・津久井競技場

硬式野球部 2021/11/20 2021/11/25 第５２回明治神宮野球大会 東京都・明治神宮球場

ソフトテニス部 2021/11/20 2021/11/21 令和三年度関東大学対抗競技大会 未定

射撃部 2021/11/20 2021/11/21
ライフル(10m)・ピストル（10ｍ）
ナショナルチーム選考記録会②

東京都北区

軟式野球部 2021/11/20 2021/11/23 東日本学生軟式野球選抜大会

ラグビー部 2021/11/21 2021/11/21 関東大学ラグビー秋季リーグ 東京都・AGF

レスリング部 2021/11/23 2021/11/25 東日本学生秋季選手権 東京・駒沢屋内球技場

自動車部 2021/11/23 - 全日本学生自動車運転競技選手権大会 東京都・警視庁交通安全教育センター

ボクシング部 2021/11/24 2021/11/28 第91回全日本ボクシング選手権大会 東京都・墨田区総合体育館

柔道部 2021/11/25 2021/11/27 全日本学生柔道体重別選手権大会 千葉県・千葉ポートアリーナ

馬術部 2021/11/26 2021/11/28 かながわゆめ国体記念馬場馬術大会２０２１ 神奈川県・津久井競技場

ソフトテニス部 2021/11/27 2021/11/28 令和三年度関東学生秋季リーグ戦 未定

卓球部 2021/11/27 2021/11/28 全日本学生選抜選手権 宮城県・カメイアリーナ仙台

卓球部 2021/11/27 2021/11/27
TOKYO OPEN 2022 第74回
東京選手権予選会（ダブルス）

東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ

応援部（ブラスコアー） 2021/11/27 2021/11/28 2021年度関東大学アメリカンフットボール秋季リーグ戦 神奈川県・横浜スタジアム

剣道部 2021/11/27 - 第67回関東学生剣道新人戦大会 東京都・東京武道館

ラグビー部 2021/11/28 2021/11/28 関東大学ラグビー秋季リーグ 埼玉県・セナリオハウスフィールド三郷

バレーボール部 2021/11/29 2021/12/05
第74回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子
選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー
2021

未定

空手部 2021/11(未定) 2021/11(未定) 学生連盟演武大会 第一体育館空手道場

軟式野球部 2021/11 - 富岡杯新人戦

ハンドボール部 2021/12/1 2021/12/5 第73回日本選手権大会（男子）（参加未定） 大阪府堺市

自転車競技部 2021/12/1 2021/12/1 全日本選手権自転車競技大会（トラック） 群馬県・前橋競輪場（予定）

女子卓球部 2021/12/1 2021/12/8 2021年（令和3年度）秋季関東学生卓球リーグ戦 埼玉県・所沢市民体育館

自動車部 2021/12/4 2021/12/5 全日本学生ジムカーナ選手権大会 三重県・鈴鹿サーキット

フェンシング部 2021/12/4 2021/12/4 第34回東京都シニア女子エペ個人選手権大会 東京都・大倉第二運動場

剣道部 2021/12/4 - 第22回関東女子学生剣道新人戦大会 東京都・東京武道館

射撃部 2021/12/4 2021/12/5 第21回 冬季AR･APランクリスト競技会 全国開催（分散）

相撲部 2021/12/5 - 第７０回全日本相撲
選手権大会 東京都
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水泳部 2021/12/5 - 第14回関東学生ウィンターカップ公認記録会 神奈川・平塚市総合公園プール

女子ラクロス部 2021/12/5 2021/12/11 新人戦ウィンターステージ フクダ電子スクエア・大宮けんぽグラウンド

ラクロス部 2021/12/5 2021/12/11 2021年度新人戦ウィンターステージ 未定

バスケットボール部 2021/12/6 2021/12/12 第73回全日本大学バスケットボール選手権大会 東京都・代々木体育館、大田区総合体育館など

重量挙部 2021/12/7 2021/12/9 令和3年度第67回全日本大学対抗選手権大会 埼玉県　さいたま市サイデン化学アリーナ

柔道部 2021/12/8 2021/12/9 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 兵庫県・尼崎ベイコム総合体育館

バレーボール部 2021/12/10 2021/12/19
令和3年度 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選
手権大会 ファイナルラウンド

未定

洋弓部 2021/12/10 2021/12/12
2021年度関東学生アーチェリーインドア
個人選手権大会

東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場

空手部 2021/12/11 2021/12/11 令和三年度中央大学空手部後期審査会 第一体育館空手道場

射撃部 2021/12/11 2021/12/12
ライフル(10m)・ピストル（10ｍ）
ナショナルチーム選考記録会③

東京都北区

レスリング部 2021/12/16 2021/12/19 天皇杯全日本選手権 東京・駒沢体育館

フェンシング部 2021/12/17 2021/12/19 第74回全日本フェンシング選手権大会（団体戦） 栃木県・上三川町体育センター

卓球部 2021/12/18 2021/12/18 TOKYO OPEN 2022 第74回東京選手権予選会（学生） 東京都・荒川総合スポーツセンター

射撃部 2021/12/18 2021/12/19 育成ナショルチーム選考記録会（AR/AP)① 東京都北区

卓球部 2021/12/19 2021/12/21 2021年　関東学生卓球選手権 埼玉県・和光市総合体育館

女子卓球部 2021/12/19 2021/12/21 2021年（令和3年度）関東学生卓球選手権大会 埼玉県・和光市総合体育館

弓道部 2021/12/23 - 第58回女子部記録会 東京都・明治神宮至誠館第二弓道場

弓道部 2021/12/24 - 第58回百射会 東京都・明治神宮至誠館第二弓道場

女子陸上競技部 2021/12/30 - 2021全日本大学女子選抜駅伝競走 静岡県・富士山本宮浅間大社

軟式野球部 2021/12 - 全日本学生軟式野球選手権大会

陸上競技部 2022/1/2 2022/1/3 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 東京～箱根

応援部（リーダー） 2022/1/2 2022/1/3 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 東京～箱根

応援部（ブラスコアー） 2022/1/2 2022/1/3 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 東京～箱根

水泳部 2022/1/8 2022/1/9 東京都新春水泳競技大会 東京・東京辰巳国際水泳場

射撃部 2022/1/8 2022/1/9 第21回 冬季AR･APランクリスト競技会 全国開催（分散）

水泳部 2022/1/21 2022/1/23 KOUSUKE KITAJIMA CUP 2022 東京・東京辰巳国際水泳場

卓球部 2022/1/24 2021/1/30 天皇杯・皇后杯　2022年全日本選手権大会（一般の部） 東京都・東京体育館

女子卓球部 2022/1/24 2021/1/30 天皇杯・皇后杯2022年度全日本卓球選手権大会 東京都・東京体育館

ライフセービング部 2022/1/29 2022/01/30
第13回全日本学生ライフセービング
・プール競技選手権大会

静岡県で調整中

自転車競技部 2022/2/27 2022/2/27
全日本学生RCS最終戦・
第16回明治神宮外苑大学クリテリウム

東京都・明治神宮外苑

ハンドボール部 未定 - 菅杯 東京都

サッカー部 未定 - 2021年度第69回全日本大学サッカー選手権大会 未定

硬式庭球部 未定 - 2021年関東学生新進テニス選手権大会 各大学テニスコート

スケート部 未定 - 全日本アイスホッケー選手権大会 未定
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スケート部 未定 - 日本学生氷上競技選手権大会 帯広市・帯広の森アイスアリーナ

スキー部 未定 - 全日本学生チャンピオンスキー大会 北海道音威子府村

スキー部 未定 - 全日本スキー選手権大会 北海道音威子府村

スケート部 未定 - 秋季交流戦 未定

剣道部 未定 - 第55回全日本女子学生剣道選手権大会 茨城県・アダストリア水戸アリーナ

剣道部 未定 - 第69回全日本学生剣道選手権大会 茨城県・アダストリア水戸アリーナ

航空部 未定 - 関東学生グライダー競技会 埼玉県熊谷市妻沼滑空場

ソフトボール部（女子） 未定 - 第53回秋季リーグ戦 未定

ラクロス部 未定 - ラクロス全日本大学選手権大会 未定

ラクロス部 未定 - ラクロス全日本選手権大会 未定
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