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バスケットボール部男女ともに日本一！国立大初の快挙！！
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【表敬訪問】バスケットボール部が全国大会での活躍を永田学長に報告

【TSAトレーナーチーム】第35回つくばマラソン救護サポート

　11 月 23 日から 29 日に国立代々木競技場第 2 体
育館等で開催された，第 67 回全日本大学バスケッ
トボール選手権大会に出場し，本学男子バスケット
ボール部が 2 年連続 3 回目の優勝，女子バスケット
ボール部が 6 年ぶり 10 回目の優勝を飾り，男女ア
ベック優勝という輝かしい成績を収めました。
　12月14日に，体育専門学群 4年の小松雅輝選手，
船橋健吾選手，村越圭佑選手，山本柊輔選手，理

工学群 4 年の石
亀光樹選手，専
門学群 4 年の早
坂彰恵選手，谷
村里佳選手，同
学群 3 年の渡邊
愛加選手，同学
群 2 年の松本愛
美選手が，真田

久体育専門学群長とともに，永田恭介学長及び玉川
信一副学長，伊藤眞副学長へ優勝報告を行いました。
　男女バスケットボール部監督及び各選手から，今
大会の様子や今までの成績等について報告があり，
和やかな雰囲気で懇談しました。
　学長及び副学長からは，素晴らしい成績を収めた
ことへの労いと今後の活躍を期待する言葉をかけら
れました。

筑波大学スポーツサポーターの皆様（平成27年11月～平成28年1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）

藤崎成益様　　齋藤康典様　　髙梨民雄様　　若挟良博様　　有限会社アレス様
安藤貴志様　　木村　守様　　藤善尚憲様　　堀田雅男様　　川本太郎様
中田英雄様　　渡辺美樹様　　宮尾正彦様　　岡田守彦様　　吹田真士様

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。

　11 月 22 日に行われた第
35 回つくばマラソンの救護
サポートに協力しました。
　今大会へのサポートは、
TSA トレーナーチームとして
は 5 回目となります。天気は
晴れて、日差しも少なく、天候や気温条件が良い中
での開催となりました。
　TSA トレーナーチームからは、E レベル 1 名、S
レベル 17 名 A レベル 2 名の学生トレーナーが参加
し、ゴール前後での選手の声掛けや、ゴール後の

移動中に筋痙攣を起
こしてしまったラン
ナーへの対応などを
行いました。
　前日の事前準備や
マラソン終了後の物
品整理は、トレー

ナーチームの学
生が行いました。
大規模な大会の
サポートのため、
救護物品の種類
や数も相当数と
なります。当日
スムーズにサポー
トを行うために、入念に準備や確認を行いました。
次回大会に向けた反省も行い、今後の活動に向け
て、良い経験となりました。
　本回大会は、コースが一新され、救護体制も変
化しました。救護所の増加に伴い、各救護所への
配置人数が減ったため、それぞれの役割や責任も
増しましたが、柔軟に対応し、無事大会を終えるこ
とができました。TSA トレーナーチームでは今後も
こうした活動を通して、スキルアップや社会貢献を
継続していきます。

蹴球部1部復帰！

【男子バスケットボール】2年連続3回目の全国制覇！

【女子バスケットボール】6年ぶり10回目の全国制覇！

【男子バレーボール】インカレ準優勝！

【男女ハンドボール】男女ともにインカレベスト4！

【男子サッカー】念願の1部復帰！

【男子ラクロス】10年ぶりの2部昇格！



11/2-1/11
【アメリカンフットボール】

関東学生アメリカンフットボール秋季リーグ戦
 2 部 -3 部入替戦
 ○筑波大 31 - 7 ●流通経済大

最終結果，2部残留

【オリエンテーリング】
第 23 回全日本リレーオリエンテーリング大会
 女子日本選手権クラス
　山岸夏希（体育 1），高野，皆川 第１位
第 4回全日本ミドルオリエンテーリング大会
 M20E 小林大悟（地球 2）   第７位
 M20A 楠　健志（地球 1）   第４位
第 1回アジア・ジュニアユースオリエンテーリング選手権大会
 スプリントリレー
　鈴木直美（地球 2），橘，高野，宮本 第１位

（アジアジュニアチャンピオン）
 ミドルディスタンス
　山岸夏希（体育 1）   第５位
 スプリント 鈴木　第６位，山岸　第９位

【弓道】
第 39 回全日本学生弓道女子王座決定戦
 ●筑波大 13 - 22 ○甲南大

【剣道】
第 34 回全日本女子学生剣道優勝大会
 １回戦 ○筑波大 3 - 1 ●龍谷大
 ２回戦 ○筑波大 2 - 0 ●別府大
 ３回戦 ○筑波大 4 - 0 ●国士舘大
 準々決勝 ○筑波大 2 - 1 ●中京大
 準決勝 ●筑波大 1 - 3 ○関西学院大

最終結果，ベスト 4
2015 年度剣道八段審査会
　鍋山隆弘准教授（体育系）

八段合格（5名 /1046 名 合格率 0.5%）

【男子サッカー】
第 89 回関東大学サッカーリーグ戦
 ○筑波大 1 - 0 ●日本体育大
 △筑波大 1 - 1 △東洋大

最終結果，14 勝 4敗 4分，
勝点 46，第２位，1部昇格 !!

【女子サッカー】
第 21 回関東女子サッカーリーグ
 1-2 部入替戦
 ○筑波大 2 - 0 ●尚美学園大

最終結果，1部残留

【柔道】
平成 27 年講道館杯全日本柔道体重別選手権大会
 男子
　60kg 級  田中　祟晃（体育 3）  第３位
　66kg 級  平岡　拓晃（博士後期 1） ベスト８
　90kg 級  小林　悠輔（体育 4）  準優勝
  大橋　賢人（体育 2）  ベスト８
　100kg 超級  尾原　琢仁（体育 3）  ベスト８
 女子
　48kg 級  遠藤　宏美（院 1）   第３位

 決勝戦 ●筑波大 0 - 3 ○中央大
最終結果，準優勝

【女子バレーボール】
第 62 回全日本バレーボール大学女子選手権
 １回戦 ○筑波大 3 - 0 ●大阪国際大
 ２回戦 ○筑波大 3 - 0 ●千里金蘭大
 ３回戦 ●筑波大 2 - 3 ○鹿屋体育大

最終結果，ベスト16
2015 年度 天皇杯皇后杯ファイナルラウンド
 １回戦 ○筑波大 3 - 0 ●札幌山の手高
 ２回戦 ●筑波大 2 - 3 ○デンソーエアリービーズ

【男子ハンドボール】
第 58 回全日本学生ハンドボール選手権大会（男子）
 １回戦 ○筑波大 40 - 22 ●桃山学院大（関西）
 ２回戦 ○筑波大 31 - 13 ●環太平洋大（中四国）
 準々決勝 ○筑波大 35 - 23 ●朝日大（東海）
 準決勝 ●筑波大 33 - 42（延長戦）○早稲田大（関東）

最終結果，ベスト４

【女子ハンドボール】
第 51 回全日本学生ハンドボール選手権大会（女子）
 １回戦 ○筑波大 27 - 18 ●環太平洋大（中四国）
 ２回戦 ○筑波大 28 - 17 ●東海学園大（東海）
 準々決勝 ○筑波大 29 - 20 ●関西大（関西）
 準決勝 ●筑波大 18 - 33 ○大阪体育大（関西）

最終結果，ベスト４

【ライフセービング】
第 7回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会
 男子特別メドレー  1.50.95 第16位
　（姫野・有賀・石渡）
 男子ラインスロー（笹森・有賀） 34.73 第14位
 男子マネキンリレー  1.34.13 第16位
　（有賀・笹森・姫野・石渡）
 男子メドレーリレー  1.49.40 第13位
　（有賀・笹森・石渡・姫野）
 男子キャリーウィズフィン  58.40 第16位
　有賀　滉
 CPR アセスメント 男子（有賀・石渡）  A 判定
   女子（有水・古川）  B 判定

【男子ラクロス】
第 28 回関東学生ラクロスリーグ戦
 2-3 部入替戦
　○筑波大 7 - 6 ●東京学芸大

最終結果，2部昇格 !!（10 年ぶりの復帰 !）

【ラグビー】
関東大学対抗戦 A
 ○筑波大 70 - 0 ●日本体育大
 ○筑波大 20 - 17 ●帝京大

最終結果，5勝 2敗，第３位
第 52 回全国大学ラグビーフットボール選手権大会
 ●筑波大 22 - 31 ○大東文化大
 ○筑波大 36 - 22 ●同志社大
 ○筑波大 64 - 7 ●慶応義塾大

最終結果，2勝 1敗．グループ 2位，
セカンドステージ敗退

  相原将之（院 1）   第５位
 跳躍部門  高橋靖彦（院卒）   優　勝
  田村元延（院 2）   第２位
  安高啓貴（院 2）   第４位
  相原将之（院 1）   第５位
 女子個人総合 松浦佑希（院 1）   優　勝
  堀口　文（院 2）   第２位
  渡辺理沙（体育 2）   第６位
 直転部門  堀口　文（院 2）   優　勝
  松浦佑希（院 1）   第２位
  渡辺理沙（体育 2）   第６位
 斜転部門  松浦佑希（院 1）   第２位
  堀口　文（院 2）   第３位
 跳躍部門  松浦佑希（院 1）   優　勝
  堀口　文（院 2）   第２位
  瓜兼汐里（体育 1）   第５位

【男子バスケットボール】
第67回全日本大学バスケットボール選手権大会（男子）
 １回戦 ○筑波大 111 - 54 ●徳山大
 ２回戦 ○筑波大 88 - 53 ●法政大
 ３回戦 ○筑波大 92 - 59 ●専修大
 準決勝戦 ○筑波大 76 - 66 ●拓殖大
 決勝戦 ○筑波大 64 - 59 ●東海大

最終結果，優勝（2年連続 3回目）
第 91回天皇杯 全日本総合バスケットボール選手権大会
　２回戦 ○筑波大 66 - 59 ●国士舘大
　３回戦 ●筑波大 54 - 106 ○アイシンシーホース三河

最終結果，ベスト16

【女子バスケットボール】
第67回全日本大学バスケットボール選手権大会（女子）
 １回戦 ○筑波大 84 - 48 ●北陸学院大
 ２回戦 ○筑波大 76 - 55 ●鹿屋体育大
 ３回戦 ○筑波大 69 - 66 ●早稲田大
 準決勝戦 ○筑波大 82 - 75 ●大阪人間科学大
 決勝戦 ○筑波大 67 - 64 ●白鴎大

最終結果，優勝（6年ぶり 10 回目）
第 82回皇后杯 全日本総合バスケットボール選手権大会
 ２回戦 ○筑波大 80 - 59 ●鶴屋百貨店
 ３回戦 ●筑波大 61 - 82 ○三菱電機コアラーズ

最終結果，ベスト16

【バドミントン】
第 69 回全日本総合選手権大会
 女子シングルス
　１回戦 ●大久保敦美（体育3） 0 - 2 ○漆崎真子（山陰合同銀行）
 女子ダブルス
　１回戦 ○加藤美幸 /柏原みき（体育 2/2）

2 - 0 ●石上 / 横山（田園学園高）
　２回戦 ●加藤美幸 /柏原みき（体育 2/2）

0 - 2 ○土井 / 櫻本（ヨネックス）

【男子バレーボール】
第 68 回全日本バレーボール大学男子選手権
 １回戦 ○筑波大 2 - 0 ●札幌大
 ２回戦 ○筑波大 2 - 0 ●天理大
 ３回戦 ○筑波大 3 - 0 ●日本大
 ４回戦 ○筑波大 3 - 0 ●大阪産業大
 準決勝 ○筑波大 3 - 0 ●明治大

　52kg 級  内尾　真子（体育 2）  ベスト８
　63kg 級  能智亜衣美（体育 2）  優　勝
  津金　　恵（体育 2）  ベスト８
グランドスラム東京 2015
 男子
　81kg 級  永瀬　貴規（体育 4）  第３位
　100kg 級 シャーフセイン・シャー（パキスタン代表・体育 4） ２回戦進出
 女子
　48kg 級  深見由利子（タイ代表・人文 1） １回戦敗退
　52kg 級  深見利佐子（タイ代表・人文 3） １回戦敗退
　63kg 級  能智亜衣美（体育 2）  ２回戦進出

【水泳（競泳）】
FINA/Airweave Swimming Wolrd Cup
 Tokyo 大会 男子
　100m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  54.81 第４位
　200m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  1.58.65 第３位
　200m個人メドレー 村川　　諒（院 1）  2.02.05 第４位
　200m個人メドレー 山田　泰也（体育 1） 4.20.47 第８位
　400m個人メドレー 村川　　諒（院 1）  4.20.31 第４位
 Tokyo 大会 女子
　50mバタフライ 小林明日香（院 1）  27.58 第８位
 Doha 大会 男子
　50m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  25.85 第８位
　100m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  54.33 第３位
　200m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  1.57.83 第２位
 Dubai 大会 男子
　50m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  25.36 第３位
　100m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  54.37  第３位
　200m背泳ぎ 金子　雅紀（院 2）  1.58.06 第２位

【男子ソフトボール】
第 46 回関東大学ソフトボール選手権大会
 １回戦 ○筑波大 10 - 0 ●桜美林大
 ２回戦 ●筑波大 2 - 14 ○日本体育大

【女子ソフトボール】
第 46 回関東大学ソフトボール選手権大会
 １回戦 ●筑波大 0 - 8 ○関東学園大

【体操競技】
第 69 回全日本体操競技団体選手権大会
 男子団体決勝 筑波大学 　　　254.250 点 第８位
 女子団体予選 筑波大学 　　　154.700 点 第10位
第22回体操国際トーナメント「ミハイル・ボローニンカップ」
 女子団体 3位 　　　　　井上和佳奈（体育 2）
 シニア
　個人総合 3位 　　　　井上和佳奈 53.600
　種目別平均台 2位 　　井上和佳奈 14.466
　種目別ゆか 2位 　　　井上和佳奈 13.966

【一般体操】
第 21 回全日本ラート選手権大会
 男子個人総合 高橋靖彦（院卒）   優　勝
  田村元延（院 2年）   第２位
  相原将之（院 1年）   第５位
 直転部門  高橋靖彦（院卒）   優　勝
  田村元延（院 2）   第２位
 斜転部門  高橋靖彦（院卒）   優　勝
  田村元延（院 2）   第３位
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