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【ホームゲーム告知】男子バスケットボール10/3.4＠つくばカピオ　サイバーダインアリーナ

【ホームゲーム告知】硬式野球10/3.4＠柏の葉球場10/10.11＠土浦市営球場

　こんにちは！筑波大学男子バスケットボール部主将の小松
雅輝です！今年度のチームのスローガンは「pride」です。
このリーグ戦では選手個々が熱い pride を持って試合に臨ん
でいきたいと思います。いつもたくさんの応援、本当にあり
がとうございます！ホームゲームでも皆様の期待に応えられ
るように精一杯頑張ります。これからも筑波大学の応援お
願いします！ 主将　小松雅輝（体育4）

　ホームゲーム運営委員長の後藤貴哉です！今年のホームゲームのコンセプ
トは TKB here! です。バスケットボールに一生懸命取り組むことのできる環
境への感謝を筑波大学から発信しよう、という思いが込められています。
私たちはクリニックを通して地域のバスケットボール振興に努めてきました。
ホームゲームではプロの DJ による実況やつくば市内のダン
スクラブによるハーフタイムショーなど試合を熱くする企画を
盛り込んでいます。
　当日はホームゲーム限定 T シャツを着用し、つくばブルー
のタオルを掲げて筑波大学に勝利を呼び込みましょう！会場
で皆様にお会いできること楽しみにしております！

ホームゲーム運営委員長　後藤貴哉（体育4）

　筑波大学硬式野球部主将の板崎直人です。私たち硬式野
球部は、リーグ優勝・全国制覇という目標を達成するために、
仲間と共に切磋琢磨しながら日々を過ごしてまいりました。
　今回のホームゲームは、その目標を達成するために、負け
られない大切な一戦になります。皆様の声援を力に変え、
チーム一丸となり勝利をつかみに行きます。応援よろしくお
願い致します。 主将　板崎直人（体育4）

　2015 年度秋季リーグ戦では、3 節の試合をホームゲーム
と位置付けました。リーグ戦は神奈川県が会場になること
が多いため、野球部の試合を観戦する機会は少ないと思う
のですが、日本一を目指す私たちの姿を見て頂きたく、ホー
ムゲームを企画しました。ぜひこの機会に応援に来ていただ
きますようお願い致します。
　応援は、部員と一緒にメガホンやスティックバルーンを使っ
て応援して頂きます。スティックバルーンは無料配布致しま

す！スタンドの声援は選手の力になるので、ぜひ会場に足をお運びくださ
い！
　今回のホームゲームは例年と異なり、マネージャーのみでなく部員全員で
力を合わせ、企画してきました。部員一同、会場にて皆様のお越しをお待
ちしております！ ホームゲーム企画担当　和知真由（障害 2）

筑波大学スポーツサポーターの皆様（平成27年6月～8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）

阿江通良様　岩井英夫様　宇南山弘谷様　上野直人様　貝瀬隆拓様　坂根和志様　佐藤忍様　武田理様　
田原聡子様　中内靖様　古川拓生様　山田秀様　BENTON Caroline Fern 様　一誠商事株式会社様　
前田印刷株式会社筑波支店様　学園中央自動車学校様　近畿日本ツーリスト株式会社様　桂不動産株式会社様

ご協力ありがとうございました。

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。

柔道部　永瀬貴規選手

【柔道】世界柔道　男子81kg級　永瀬貴規（体育4）
優勝・日本団体優勝！

【水泳】世界水泳　背泳ぎ　金子雅紀（院2）入賞ならず．
【陸上】世界陸上　走高跳　平松祐司（体育1）予選突破ならず．
【バドミントン】パラバドミントン世界大会　藤原大輔（体育4）

シングルス・ダブルス準優勝！
【バドミントン】東日本選手権　女子32年ぶり2度目の優勝！
【男子バスケットボール】佛光盃　優勝！



【弓道】
第 63 回全日本学生弓道選手権大会
 男子団体決勝トーナメント
 ●筑波大 12 - 14 ○長崎大 ２回戦敗退
 女子団体予選
 筑波大 12 射 5 中  予選敗退

【男子サッカー】
第 39回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
 ２回戦  ○筑波大 3 - 2 ●北陸大
 準々決勝  ○筑波大 3 - 1 ●福岡大
 準決勝  ●筑波大 1 - 2 ○関西学院大

最終結果，第３位

【柔道】
世界柔道選手権大会 2015
 男子 81kg 級 永瀬貴規（体育 4）   優勝
 男子団体 日本   優勝

【水泳（競泳）】
第 16 回世界選手権水泳競技大会
 金子雅紀（院 2）
　男子 50m背泳ぎ 予選 25.49 第 23 位
　男子 100m背泳ぎ 予選 54.19 第 17 位
　男子 200m背泳ぎ 予選 1.57.63 第 9 位
   準決勝 1.57.33 第 10 位
第 62 回全国国公立大学選手権水泳競技大会
 男子
　100m自由形 石井　　亨（体育 3） 51.94 第２位
　200m自由形 一法師健人（体育 4） 1.52.80 第１位
  石井　　亨（体育 3） 1.52.92 第２位
　400m自由形 斉藤　匠海（体育 2） 4.01.23 第２位
  近藤　　樹（体育 1） 4.03.01 第３位
　200m背泳ぎ 奥山　寛也（体育 1） 2.05.59 第１位
　200m平泳ぎ 大久保琳太郎（体育 1） 2.13.26（大会新） 第１位
　100mバタフライ 林世　志輝（体育 4） 54.94 第１位
  安藤　一歩（体育 3） 55.01 第２位
　200mバタフライ 渡会　　舜（体育 2） 1.59.19 第１位
  林世　志輝（体育 4） 2.01.29 第２位
　200m個人メドレー 山田　泰也（体育 1） 2.03.28 第１位
　400m個人メドレー 山田　泰也（体育 1） 4.22.15 第１位
  瀬戸　吟次（体育 3） 4.28.14 第３位
　400mフリーリレー（一法師・石井・三浦・浦） 3.25.02（大会新） 第１位
　800mフリーリレー（一法師・石井・三浦・浦） 7.29.32 第２位
　400mメドレーリレー（陣ヶ岡・川合・浦・一法師） 3.45.78 第２位

男子総合優勝
 女子
　50m自由形 岡野　圭穂（体育 1） 58.15 第２位
　100m自由形 岡野　圭穂（体育 1） 26.45 第１位
  市川　夏波（体育 3） 26.73 第２位
　200m自由形 山田　絢未（体育 3） 4.25.05 第３位
　400m自由形 後藤　紗葉（体育 4） 2.05.04 第３位
　100m背泳ぎ 西脇　怜奈（体育 1） 1.02.44 第１位
　200m背泳ぎ 斎藤ゆり子（体育 1） 2.11.21（大会新） 第１位
  西脇　怜奈（体育 1） 2.13.51 第２位
　100m平泳ぎ 中山　美月（体育 4） 1.11.91 第２位
　100mバタフライ 平山友貴奈（体育 2） 1.00.88 第２位
　200m個人メドレー 斉藤ゆり子（体育 1） 2.14.22 第１位
　400m個人メドレー 大西　綾香（体育 2） 4.55.10 第 3 位
　200mフリーリレー（岡野・平山・市川・後藤） 1.44.32 第１位
　400mフリーリレー（大西・斉藤・岡野・後藤） 3.49.65 第１位
　400mメドレーリレー（西脇・中山・平山・後藤） 4.12.10 第２位

女子総合優勝

【漕艇】
第 42 回全日本大学選手権大会
 男子シングルスカル　越智寛太（体育 4） 7:30.32 第３位
 女子舵手付クォドルプル  7:12.42 第５位

 木村光里（体育 3）、小原有賀（体育 2）
 棚橋秀美（体育 1）、小林愛実（比文 3）

【体操競技】
第 69 回全日本学生体操競技種目別選手権大会
 男子団体 榊原、星野、宮地、檜野、岩佐、小宮 第６位
 個人総合 星野力維（体育 3）   第５位
 種目別 ゆ　か：5位　星野　力維（体育 3）
 鞍　馬：5位　宮地　秀享（体育 3）
 つり輪：8位　星野　力維（体育 3）
 平行棒：2位　宮地　秀享（体育 3）
 　　　　7位　星野　力維（体育 3）
 鉄　棒：1位　宮地　秀享（体育 3）
 女子団体 山脇、岡村、吉谷、井上、山元、新井 第４位
 個人総合 井上和佳奈（体育 2）   第３位
 種目別 跳　馬：5位　井上和佳奈（体育 2）
 段違い平行棒：5 位　井上和佳奈（体育 2）
 平均台：5位　井上和佳奈（体育 2）
 ゆ　か：2位　井上和佳奈（体育 2）
第 64 回関東甲信越大学体育大会
 男子団体 筑波大学   男子総合優勝
 個人総合 樋口　和真（体育 3）   第１位
 中根健太郎（体育 2）   第３位
 當間　栄伸（体育 4）   第５位
 三好　正道（体育 1）   第７位
 小池　慎吾（体育 2）   第８位
 大越　涼平（体育 1）　　 第９位
 女子団体 筑波大学   女子総合優勝
 個人総合 大久保結唯（体育 3）   第２位
 金子　萌子（体育 4）   第４位
 甲斐　未空（体育 1）   第５位
 菅原　　愛（体育 1）   第６位

【一般体操】
第 67 回全日本学生新体操選手権大会
 加畑　碧（体育 2）
　女子個人総合   第７位
　　フープ 14.100 7 位 　ボール 13.250 13 位
　　クラブ 14.000 6 位 　リボン 13.800 5 位
 女子個人種目別決勝
　　クラブ 14.400 3 位 　フープ 13.850 6 位
　　リボン 13.500 6 位
全日本学生ラート競技選手権大会 2015
 男子個人総合 佐々木大地（工シス 4） 第１位
  北島　瑛ニ（体育 4）  第４位
  森本　修多（体育 3）  第５位
 女子個人総合 杉浦　　舞（体育 3）  第２位
  渡辺　理沙（体育 2）  第３位
  冨名腰真子（体育 1）  第６位
  瓜兼　汐里（体育 1）  第８位
 団体  筑波大学 Aチーム   第２位
  筑波大学 Bチーム   第３位

【ダンス】
第28回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）
『裸密（らみつ）－写真「A sense of de・tach・ment」より－』 文部科学大臣賞 受賞

【男子バスケットボール】
佛光盃 國際大學籃球邀請賽
 グループ B
　一試合目 ○筑波大 98-65●輔仁大
　二試合目 ○筑波大 71-61●高雄師範大
　三試合目 ○筑波大 82-78●北京工業大
　四試合目 ○筑波大 79-78●LYON university
　決　　勝 ○筑波大 73-70●義守大

最終結果，優勝
個人賞：馬場 雄大（体育 2）MVP，得点王

生原　秀将（体育 3）アシスト王

【バドミントン】
2nd Indonesia Para-Badminton International 2015
 男子シングルス SL3 藤原大輔（体育 4）   準優勝
 男子ダブルス SL3-4 藤原大輔 /Ukun Rukendi（体育 4/ インドネシア） 準優勝
 ミックスダブルス SL3-5 藤原大輔 /豊田（体育 4/YONEX） ベスト 8
第 58 回 東日本学生バドミントン選手権大会
 男子団体 ベスト 16
　１回戦 ○筑波大 3 - 0 ●富士大
　２回戦 ●筑波大 1 - 3 ○法政大

最終結果，ベスト 16
 女子団体
　２回戦 ○筑波大 3 - 0 ●作新学院大
　３回戦 ○筑波大 3 - 2 ●日本体育大
　準決勝 ○筑波大 3 - 1 ●早稲田大
　決　勝 ○筑波大 3 - 2 ●法政大

最終結果，優勝（32 年ぶり 2度目）

【女子ラクロス】
第 28 回関東学生ラクロスリーグ戦
 ●筑波大 5 - 9 ○東京大

現在，0勝 1敗

【陸上競技】
第 64 回関東甲信越大学体育大会
 男子 100m決勝（-0.7）
　岩本　玲士（体育 1）  11“23 第４位
 男子 200m決勝（-0.9）
　川俣　有輝（体育 2）  21“78 第１位
　柴崎　琢哉（体育 2）  22“05 第３位
　長野　悠生（体育 2）  22“50 第８位
 男子 400m決勝
　荒井　将徳（体育 3）  49“18 第６位
 男子 800m決勝
　関亦　巧実（体育 2）  1’55“14 第１位
　高柳　俊隆（体育 1）  1’56“13 第３位
 男子 1500m決勝
　関亦　巧実（体育 2）  4‘04“77 第１位
　三津家貴也（体育 2）  4‘05“22 第３位
　村上　　諄（体育 1）  4‘06“70 第４位
 男子 5000m決勝（タイムレース）
　斎須　克久（体育 3）  15‘45“24 全体５位
　田内　誠人（体育 3）  15‘35“43 全体２位
 男子 110mH決勝（-0.9）
　石川　周平（体育 2）  14“53 第１位
　高橋　祐輔（体育 1）  14“64 第２位
　加藤　研三（体育 1）  15“72 第６位
 男子 400mH決勝
　西村　日向（体育 1）  56“22 第７位
 男子 3000mSC 決勝（タイムレース）
　斎須　克久（体育 3）  9’40“27 全体８位
 男子 4×100mR 決勝
　岩本、荒井、川俣、柴崎  41“51 第１位
 男子 4×400mR 決勝
　奥平、荒井、横田、川俣  3‘18“78 第２位
 男子走高跳
　清水　哲大（体育 2）  2m00 第３位
　東島　　圭（体育 1）  1m95 第５位
 男子走幅跳
　定森　勇輔（体育 2） 　　　7m36（+1.2） 第２位
　立柳　匡紀（体育 3） 　　　6m76（+1.7） 第８位
 男子棒高跳
　図子浩太佑（体育 3）  4m80 第２位
　長利　勇希（体育 2）  4m50 第４位
　渡邊　淳之（医学 2）  4m40 第５位
 男子三段跳
　江崎　　伸（工シス 2） 　　14m49（+0.3） 第４位

 男子やり投
　山崎　拓也（体育 4）  61m52 第１位
　城本　真輔（体育 3）  57m06 第４位
　碓井　啓佑（体育 2）  56m85 第５位
 男子砲丸投げ
　森下　大地（体育 3） 　　16m61（大会新） 第１位
　赤間　祐一（体育 2）  16m38 第２位
　奥野　風摩（体育 3）  15m00 第３位
 男子円盤投
　原　　友樹（体育 4） 　　47m35（大会新） 第１位
 男子ハンマー投
　齋藤　淳平（体育 2）  56m68 第１位
　松山　隆史（体育 4）  53m34 第２位
　田中　義也（体育 4）  49m82 第３位

男子総合優勝
 女子 100m決勝（-2.1）
　長坂くるみ（体育 1）  12“87 第５位
 女子 200m決勝（-1.0）
　神保　祐希（体育 2）   DNS
　島田　愛弓（体育 4）   DNS
 女子 400m決勝
　薬師寺真奈（体育 2）  57“00 第２位
 女子 800m決勝
　吉田紗奈江（体育 2）  2’22“79 第５位
　伊藤　春花（体育 1）  2’24“92 第７位
 女子 1500m決勝
　吉田紗奈江（体育 2）  4‘46“98 第５位
　内藤　千晶（体育 4）  4‘48“52 第８位
　伊藤　春花（体育 1）  4‘56“26 第９位
 女子 5000 決勝
　久馬　　萌（体育 4）  17’30“79 第２位
　久馬　　悠（体育 4）  17’47“48 第４位
 女子 100mH決勝（-0.8）
　川上　風花（体育 1）  14“37 第１位
　荒川　沙絵（体育 2）  14“65 第４位
　渡邉友紀子（体育 1）  14“73 第５位
 女子 400mH決勝
　野海　咲子（体育 3）  65“53 第５位
 女子 4×100mR 決勝
　長坂、島田、川上、二宮  48“19 第２位
 女子 4×400mR 決勝
　野海咲子、島田愛弓、荒川沙絵、薬師寺真奈 3‘49“80 第２位
 女子走高跳
　渡辺　海帆（体育 1）  1m60 第１位
　高木　朝加（体育 1）  1m55 第３位
　若本きらら（人文 2）  1m50 第６位
 女子走幅跳
　鈴木美菜子（体育 3） 　　　5m56（+0.4） 第４位
　長倉　　瞳（体育 1） 　　　5m24（+0.8） 第７位
 女子円盤投
　辻川美乃利（体育 2）  45m74 第１位
　知念　莉子（体育 4）  42m52 第２位
　黒岩　美怜（体育 2）  32m18 第６位
 女子砲丸投
　吉岡奈津希（体育 4）  12m63 第１位
　伊知地千奈（体育 1）  12m26 第２位
　岩崎菜津美（体育 3）  10m66 第４位
 女子やり投
　久世　生宝（体育 3）  51m55 第１位
　前野　　舞（体育 2）  45m63 第２位
　栗田　琴音（体育 1）  43m23 第４位

女子総合優勝
世界陸上競技選手権大会
 男子走高跳
　平松　祐司（体育 1）  2m17 予選敗退
　戸邉　直人（つくばツインピークス） 2m26 予選敗退
　衛藤　　昂（院卒）  2m22 予選敗退

8/2-8/30
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