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第51回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 準優勝!!
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【コーチフォーラム】TSAコーチフォーラム開催
　TSA では各運動部の顧問
教員･コーチの交流の場をつく
り，つながりを深めることを
目的として，TSAコーチフォー
ラムを開催しています．
　去る 2 月 23 日に開催され
た，今年度第 3 回目のコーチ
フォーラムでは，第 66 回全
日本大学バスケットボール選
手権大会（男子）で優勝し
た男子バスケットボール部の吉田監督を講師として
お迎えし「優勝へのコーチング」と題してお話をい
ただきました．
　就任当時は社会人チームでの指導経験を基に，
チーム戦術の落とし込みに着目したチーム作りを
行ったこと．個々への強化に方針転換し，特に選手
の身体つくりやコンディショニング強化を図り，個
人のパフォーマンス向上に繋げたことでリーグ 1 部

に定着したこと．更にリーグ上位に入るために怪我
予防や栄養管理を徹底したことなど，優勝までの道
のりを時期ごとに分けて解説していただきました．
その他では，トレーニングの具体的な評価指標，組
織作りのためのスタッフ体制構築や4年生のリーダー
としての育成，吉田先生自身の指導者としての哲学
など様々な視点からお話をしていただきました．

【メディアセミナー】TSAソーシャルメディアセミナー開催
　TSA では，情報発信広報
事業の一環として，各運動部
に対するメディア利用の際の
講習会を開催しています．今
年度もＮＰＯ法人日本スポー
ツメディアトレーナー協会の
糸川雅子氏をお呼びして，『筑
波大学運動部のためのソー
シャルメディアセミナー』　開
催を開催しました．（糸川氏
は4度目の講演となります．）
　糸川氏には，学生たちの記憶にも新しいニュース，
メディアに関するさまざまな問題事例を紹介し，な
ぜソーシャルメディアについて学ぶ必要があるのか
について説明していただきました．
　アスリートにおいては，ブログなどの炎上が起こ
ることがあるため，炎上の理由，炎上してしまった
場合の対処方法や，事前にやっておくべきこと，部

員への注意喚起の必要性と共に，新入生に対する
説明の重要性についても解説していただきました．
　今回のセミナーは，ソーシャルメディアセミナーと
いうことで，運動部としてだけでなく，部員一人一
人に関わる内容でした．各運動部リテラシーを高く
保ち，より良い広報活動ができるよう，TSAのサポー
トを今後も継続して行っていきます．

筑波大学スポーツサポーターの皆様（平成26年12月～平成27年2月にご寄付を頂いた皆様）

　TSA では，個人，法人・団体様から寄附金の受付を行い，財源の確保に努めています．ご寄付をいただ
いたみなさまには，感謝の意を込めてご芳名を掲載させていただいております．（ご希望者のみ）

齋藤隆様　小山弘毅様　石川利一様　渡邉義仁様
益子朗様　米村俊昭様　井上純様　石井潔様  （平成26年12月～平成27年2月）

筑波大学特定基金につきましては TSA ウェブサイト http://www.sports.tsukuba.ac.jp/association をご覧く
ださい。

つくば市役所展示企画の様子

【柔道】グランドスラム・東京大会　永瀬貴規（体育3）優勝
【柔道】柔道ヨーロッパオープン

津金恵（体育1）内尾真子（体育1）優勝
【水泳（競泳）】女子200mメドレーリレー

諸貫瑛美（体育4）日本新記録
【体操競技】豊田国際体操2014

井上和佳奈（体育1）段違い平行棒　優勝
【一般体操】全日本ラート競技選手権2014

松浦佑希（体育4）女子総合優勝
【ロープスキッピング】全日本ロープスキッピング選手権

黒野寛馬（院2）優勝



【女子サッカー】
関東女子サッカーリーグ入替戦
 △筑波大 0 - 0 △尚美学園大学

最終結果，1部残留
第 23 回全日本大学女子サッカー選手権大会
 １回戦 ○筑波大 3 - 0 ●札幌大
 ２回戦 ●筑波大 0 - 1 ○日本体育大

【柔道】
グランドスラム・東京大会
 男子 73kg 級 秋本　啓之（体育卒）  優　勝
  西山　雄希（体育卒）  準々決勝敗退
 男子 81kg 級 永瀬　貴規（体育 3）  優　勝
 男子 90kg 級 西山　大希（体育卒）  準優勝
 女子 78kg 級 緒方亜香里（体育卒）  準々決勝敗退
茨城県柔道選手権大会
 男子  神谷　　快（体育 2）  優　勝
  小林　悠輔（体育 3）  準優勝
  橋高　海人（体育 3）  第３位
  尾原　琢仁（体育 2）  第４位
 女子  藤原　恵美（体育 2）  優　勝
  松延　祐里（体育 4）  準優勝
  能智亜衣美（体育 1）  第３位
2015 年柔道ヨーロッパオープン
 女子 63kg 級 津金　　恵（体育 1）  優　勝
 女子 52kg 級 内尾　真子（体育 1）  優　勝
第 27 回全国体育系学生柔道体重別選手権大会
 男子 60kg 級 宮川　大暉（体育 1）  優　勝
 男子 81kg 級 山本　幸紀（体育 2）  第３位
 男子 90kg 級 大橋　賢人（体育 1）  準優勝
 男子 100kg 超級 神谷　　快（体育 2）  準優勝
  根津　信太（体育 1）  第３位
グランプリ・デュッセルドルフ大会
 男子 73kg 級 西山　雄希（体育卒）  ３回戦敗退
 男子 81kg 級 永瀬　貴規（体育 3）  ２回戦敗退
平成 27年関東柔道選手権大会・関東女子柔道選手権大会
 男子  神谷　　快（体育 2）  第３位
  小野　卓志（体育卒）  第６位
  小林　悠輔（体育 3）  ４回戦進出
  黒岩　貴信（体育 3）  ３回戦進出
  橋高　海人（体育 3）  ２回戦進出
  尾原　琢仁（体育 2）  ２回戦進出
 女子  古屋　　梓（体育 3）  第６位
  松延　祐里（体育 4）  ２回戦進出
  藤原　恵美（体育 2）  ２回戦進出
  腹巻　康子（体育 2）  ２回戦進出
  佐々木千鶴（体育 2）  ２回戦進出

小野・神谷は全日本柔道選手権大会　
古屋は全日本女子柔道選手権大会に出場が決定．

【水泳（競泳）】
2015 BHP Billiton Aquatic Super Series 
 女子 100m背泳ぎ 諸貫瑛美（体育 4） 1.02.32 第７位
 女子 200mメドレーリレー（１泳：諸貫瑛美） 1.51.33 第３位 日本新記録

【水泳（水球）】
東日本水球リーグ戦
 ●筑波大 7 - 15 ○専修大

現在，0勝 1敗 0分

【体操競技】
豊田国際体操 2014
 井上和佳奈（体育 1） 段違い平行棒 優勝（13．20 点）

【一般体操】
全日本ラート競技選手権 2014
 男子総合  高橋　靖彦（院卒）  第 1 位
  田村　元延（院卒）  第２位
  安高　啓貴（院 1）  第５位
女子総合  松浦　佑希（体育 4）  第 1 位
  小出　奈実（院 1）  第３位
  吉行　暢子（体育卒）  第５位

【卓球】
平成 26 年度全日本卓球選手権大会
 男子シングルス
　一回戦 ●平野佑治（体育 3） 0 - 2 ○徳島剛（専修大）
 ●斎藤稜馬（体育 2） 0 - 2 ○高橋拓巳（明豊高）
　二回戦 ○片岡弘紀（体育 1） 2 - 0 ●高田直騎（早稲田大）
　三回戦 ●片岡弘紀（体育 1） 1 - 2 ○瀬山辰男（リコー）
 ダブルス
　一回戦 ○斎藤／片岡（体育 2/1） 2 - 0 ●大浦／信岡（熊本学園大）
　二回戦 ○平野／塩入（体育 3/3） 2 - 0 ●平山／福元（伊達病院）
 ●斎藤／片岡（体育 2/1） 1 - 2 ○久住／後藤（専修大／日本体育大）
　三回戦 ●平野／塩入（体育 3/3） 0 - 2 ○田添健／田添響（専修大／希望ヶ丘高）
 女子ダブルス
　一回戦 ●田崎／小室（体育 2/1） 1 - 2 ○浅野／大田（長崎女子商業高）
 混合ダブルス
　一回戦 ●塩入／松澤（筑波大／日立化成）

1 - 2 ○木村／大西（尽誠学園高／百十四銀行）

【硬式テニス】
平成 26 年度全日本学生室内テニス選手権大会 
 男子ダブルス　吉開健太（体育 3）・豊野潤也（体育 2）
　１回戦 ○吉開・豊野 2 - 0 ●小林・松森（法政大）
　２回戦 ●吉開・豊野 0 - 2 〇今井・河野（早稲田大）

最終結果，ベスト４

平成 26 年度関東学生新進テニス選手権大会
 男子シングルス
  吉開　健太（体育 3）  ベスト８
女子シングルス
  並木　友花（体育 1）  ベスト８
  米原　実令（体育 1）  準優勝

【男子バスケットボール】
第 90回全日本総合バスケットボール選手権大会（男子）
 ３回戦 ●筑波大 78 - 93 ○東京エクセレンス

【女子バスケットボール】
第 81回全日本総合バスケットボール選手権大会（女子）
 １回戦 ○筑波大 69 - 56 ●環太平洋大
 ２回戦 ○筑波大 88 - 65 ●桜花学園高
 ３回戦 ●筑波大 55 - 99 ○デンソーアイリス

【バドミントン】
第 68 回全日本バドミントン総合選手権大会
 女子シングルス
　１回戦 ●漆崎真子（体育4） 0 - 2 ○鈴木温子（ヨネックス）
 女子ダブルス
　１回戦 ●柏原みき／加藤美幸（体育 1）

0 - 2 ○宮内・久後（ルネサス）
 混合ダブルス
　１回戦 ●山本皓策／漆崎真子（体育 4）

0 - 2 ○佐々木・翠簾屋（龍谷大）

第 4回全日本教育系学生 バドミントン選手権大会
 男子シングルス
  齊藤　洋平（体育 2）  ベスト８
  粂川　卓哉（社工 2）  ベスト８

女子シングルス
  漆崎　真子（体育 4）  優　勝
  大久保敦美（体育 2）  準優勝
  奥　　幸那（体育 3）  第３位
  柏原　みき（体育 1）  第３位

 男子ダブルス
 山本皓策／木村健太郎（体育 4/4） 準優勝
 大江直人／中里大帆（体育 2/1） 第３位
 鎮田頼宣／浅井豪太（体育 4/4） 第３位

女子ダブルス
 加藤美幸／柏原みき（体育 1/1） 優　勝
 大久保敦美／綿矢汐里（体育 2/2） ベスト８

【男子バレーボール】
第 67 回全日本バレーボール大学男子選手権大会 
 １回戦 ○筑波大 3 - 0 ●福島大
 ２回戦 ●筑波大 0 - 3 ○大阪体育大

最終結果，2回戦敗退

【女子バレーボール】
第 61 回全日本バレーボール大学女子選手権大会
 １回戦 ○筑波大 2 - 0 ●福島大
 ２回戦 ○筑波大 2 - 0 ●大阪国際大
 ３回戦 ●筑波大 1 - 3 ○尚絅学院大

最終結果，ベスト 16

【ライフセービング】
全日本学生ライフセービングプール選手権大会
 男子 4×50 メドレーリレー  第８位　1:49．69
 笹森猛夫（生物 2）森　大樹（生物 4）
 有賀　滉（体育 1）赤田樹皇（情報科学 4）
 男子ラインスロー  第６位　14．63
 レスキュアー 笹森猛夫（生物 2）
 ペイシェント 有賀　滉（体育 1）
 BLS アセスメント
 男子 Ａ判定 森　大樹（生物資源4）　姫野　航（生物資源1）
 女子 Ａ判定 渡辺夏海（知識 2）　有水理菜（生物 2）

【ラグビー】
2014 年関東大学ラグビー対抗戦Ａ
 ○筑波大 55 - 0 ●青山学院大

最終結果，3勝 4敗，第５位
第 51 回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
 2nd ステージ
 ○筑波大 44 - 22 ●大東文化大
 ○筑波大 60 - 12 ●関西学院大
 ○筑波大 43 - 7 ●明治大
 ファイナルステージ
　準決勝 ○筑波大 17 - 16 ●東海大
　決　勝 ●筑波大 7 - 50 ○帝京大

最終結果，準優勝
第 52 回日本ラグビーフットボール選手権大会
 １回戦 ●筑波大 7 - 62 ○サントリーサンゴリアス

【その他】
第 10 回全日本ロープスキッピング選手権大会
 黒野寛馬（院 2）
 ３分スピード  優　勝
 30 秒スピード  優　勝
 フリープログラム  優　勝
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