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●アクセス／西武新宿線「東伏見駅」下車徒歩１分
観客席とリンクとの距離が近く、スピード溢れる躍動
感を目前で感じることができる。会場全体が寒いので、
応援に行く際に風邪などひかないように１枚厚着す
るぐらいがちょうどいいでしょう。

●アクセス／東武日光線「板倉東洋大前駅」下
車徒歩10分
2003年、本学板倉キャンパスに完成したサッカー場。
公式戦だけでなく、サッカー部の普段の練習はこ
こで行われている。人工芝の充実した施設では、
地元の小中学生を対象としたサッカー教室も開校。

★平成18年度 主な成績
日本学生氷上競技選手権大会優勝

等

全国大会で8回の優勝を誇るホッケー部門とともに、スピード
スケートやフィギュアスケートの各部門も全国大会優勝者を
輩出するなどレベルが高い。特にホッケー部門は、6年連続全
国制覇した経験もあり、冬の顔として浸透している。

（ホッケー部門）
●日程／4月7日
（土）〜29日
（日）
第56回関東大学アイスホッケー選手権大会
場所／東伏見 ダイドードリンコアイスアリーナ

サッカー部
★平成18年度 主な成績
東京都大学サッカーリーグ（1部）
２位

アイススケート部

（フィギュア部門）
●日程／5月下旬
第35回関東学生フリースケーティング選手権大会
場所／東大和スケートセンター

等

今年2月、Jリーグ大宮アルディージャと4年間の協定を結んだ
サッカー部は、東京都サッカーリーグ1部に所属。アルディー
ジャ側からのスタッフ派遣、部員のアルディージャへの練習参
加などを通し、
レベルアップを図る。昨年惜しくも逃した、関東
大学サッカーリーグ昇格への切符を、ぜひとも手にしてほしい。

●日程
4月8日・15日・22日・29日
（全て日曜日）
東京都サッカートーナメント兼総理大臣杯予選
5・6月 総理大臣杯関東予選
場所／東洋大学板倉キャンパスグラウンド ほか

硬式野球部
★平成18年度 主な成績
東都大学野球1部春季リーグ3位
東都大学野球1部秋季リーグ4位
東都大学野球連盟の１部に所属する本学。昨シーズンはプ
ロ野球球団に入団した主力達を擁し優勝争いを展開したも
のの、悲願の優勝には後一歩手が届かなかった。今年こそは
６年遠ざかっているリーグ戦優勝を目標に掲げ、春季リーグ戦
に挑む。阪神タイガースの桧山・今岡・福原選手、読売ジャイ
アンツの清水選手などプロ野球に多くの選手を輩出している。

（スピード部門）
●日程／平成20年1月
日本学生氷上競技選手権大会
場所／北海道

●アクセス／JR総武線「千駄ヶ谷駅」下車徒歩８
分、都営大江戸線「国立競技場駅」下車徒歩１分
5万人収容できるという国立競技場。
主要な陸上競技大会や大学ラグビー対抗戦、全
国高校サッカー選手権大会、Jリーグ等様々な大
会が開催され、熱戦を繰り広げている。
是非足を運んで鉄紺のユニフォームを応援しよう。

●アクセス／東京メトロ銀座線「外苑前駅」下車
徒歩５分、JR総武線「千駄ヶ谷駅」または「信濃
町駅」下車徒歩15分
都営大江戸線「国立競技場駅」下車徒歩12〜
13分
大学野球の原点であり、東都大学野球連盟・東
京6大学野球連盟の本拠地、神宮球場。プロ野球
球団東京ヤクルトスワローズの本拠地としてもお
なじみ。
神宮球場を含め、神宮外苑一帯は緑に包まれ
た都会のオアシス。是非、学生野球のメッカで選
手たちを応援してみよう！

新年度がスタートし、大学スポーツもいよいよ開幕。
メンバーが入れ替わり、新たなチームとしての大会が
始まります。過去多くの優れた選手を輩出してきた東
洋大学。今年度も新しい力の台頭を期待しましょう。
今回は主な運動部の紹介とともに、熱戦が繰り広げ
られる会場までのアクセスも掲載しました。直接足を
運んで選手の雄姿を肌で感じてみれば、新たな発見
と今までに体験したことのない興奮が味わえるはず！
あなたの応援はきっと選手たちの力になるはず。多
くの運動部が目標を達成するためにも、
「東洋ガンバ
レ！
！
！」の熱いご声援を！
※なお、試合日程は夏休み以前のものを主に掲載しています。

●日程／４月１０日
（火）〜５月３０日
（水）
東都大学野球１部春季リーグ戦
場所／神宮球場
（学生証持参で６００円）

陸上競技部
アメリカンフットボール部
★平成18年度 主な成績／リーグ戦2部Aブロック3位
１部昇格を全力で狙う！

●日程／9月上旬〜11月下旬 秋季リーグ戦
場所／アミノバイタルフィールド ほか

ラグビー部
★平成18年度 主な成績／関東大学ラグビーリーグ戦
（2部リーグ）8位

★平成18年度 主な成績：箱根駅伝 5位
全日本大学駅伝
出雲駅伝 3位

空手道部

8位

第８３回箱根駅伝で３８年ぶり総合５位の成績は記憶に新しい
ところ。長距離・短距離・競歩で構成する陸上競技部。春先
の目標は関東インカレ、
インカレ１部上位進出！
！

●日程／５月１
２日
（土）
・
１
３日
（日）
・
１8日
（金）
・
１
９日
（土）
第８６回関東インカレ
場所／国立競技場

新体制2年目の今年は、基礎力のさらなる強化でチーム全体の底上げを
行う。

●日程／６月８日
（金）
・９日
（土）
・１０日
（日）
第７６回全日本インカレ
場所／国立競技場

●日程／9月下旬〜11月下旬
関東大学ラグビーリーグ戦（2部リーグ）
場所／東洋大学川越グラウンド ほか

●日程／６月２３日
（土）
第３９回全日本大学駅伝関東予選
場所／代々木公園陸上競技場織田フィールド

★平成18年度 主な成績
全日本大学空手道選手権大会3位

●アクセス／JR総武線「両国駅」下車徒歩１分、
都営大江戸線「両国駅」下車徒歩３分
大相撲の東京場所（１・５・９月場所）が開催される
両国国技館。大相撲で有名な升席、砂被り席も学
生相撲では自由に座ることができる！選手の肌と肌
が直接ぶつかりあう相撲。是非、
日本の伝統文化
である相撲道を間近で得とお楽しみください。

等

近年安定した成績を残している空手道部。昨年は全日本大学
空手道選手権記念大会で快進撃を見せ、男子団体で見事3
位の結果を修めた。今年もチーム一丸となって、準決勝の壁
を突破してほしい。昨年の主要大会で目の前に立ちはだかっ
た帝京大との対戦は見ものだ。

●日程
5 月上旬 東日本大学空手道選手権大会
10月上旬 関東大学空手道選手権大会
場所／日本武道館

●アクセス／東京メトロ半蔵門線・東西線、
都営新宿線「九段下駅」下車徒歩5分
東洋大学の学生なら、入学式と卒業式で来場
することになる武道館。東京オリンピックの会場と
して建設されて以来、コンサートや格闘技の興行
試合など、多目的に使用されている。ちなみに、
こ
ちら日本武道館の会長を務めるのは、われらが塩
川正十郎総長。もともと日本武道館はその名の通
り日本武道の聖地。柔道・空手道を堪能しない手
はない！

●アクセス／ＪＲ総武線「水道橋駅」、都営三田
線「水道橋駅」、東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」
下車徒歩5分
ボクシングやプロレスと聞いたら、
この会場が頭に
思い浮かぶ人は多いだろう。観客席に座ると、思っ
た以上にリングが近いことに驚くはず。激しい打ち
合いが臨場感たっぷりに伝わってくる。気軽に入
れるので、友達、サークル仲間を誘って応援しよう。

ラクロス部
★平成18年度 主な成績／関東学生ラクロスリーグ戦女子2
部Ａブロック優勝（1部昇格） 男子2部Bブロック５位

レスリング部

女子は1部リーグへ見事昇格！目指すは優勝！

●日程／8月中旬〜11月下旬 関東学生ラクロスリーグ戦（男
子・女子）
場所／大井埠頭海浜公園第2球技場 ほか

射撃部
★平成18年度 主な成績
春季関東学生ライフル射撃選手権大会
男子団体総合3位 女子団体総合4位
昨年は海外大会への派遣も多く、国内大会でも確実に力をつけてきて
いる。団体成績が安定しており、総合団体優勝への期待がかかる。

●日程／5月中旬〜下旬
春季関東学生ライフル射撃選手権大会
場所／朝霞オリンピック射撃場
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★平成18年度 主な成績
内閣総理大臣杯 全日本大学選手権総合7位

柔道部
等

★平成18年度 主な成績
東京学生柔道優勝大会ベスト8

5月に行われる男子の東日本リーグ戦では、軽量級のスピード
感や重量級の迫力ある戦いを一度に堪能できる。近年女子レ
スリングが注目を集めているが、
その草分け的存在が本学レス
リング部。卒業生では世界チャンピオンやアジアチャンピオン等
を輩出するなど、
その伝統は脈々と引き継がれている。

●日程
5月中旬
8月下旬

東日本学生リーグ戦
文部科学大臣杯全日本学生レスリング
選手権大会
場所／駒沢体育館 ほか

ボクシング部
等

昨年の団体戦は、東京学生柔道優勝大会でベスト8、全国大
会でベスト16が最高成績だった。しかし、若いチームだっただ
けに、今年は主力組の大半が残ることになる。大舞台を経験し
た彼らの活躍には十分期待ができそうだ。まずは東京学生柔
道優勝大会で好成績を残し、
その後の大会に弾みをつけたい。
●アクセス／東急田園都市線「駒沢大学駅」下車
徒歩15分
レスリングをはじめ、
フットサルやバレーボールなど、様々
なスポーツに使用されている。駒沢オリンピック公園
総合運動場内には、体育館の他にも、野球場や陸上
競技場があり、週末には多くの人で賑わう。

●日程
5月下旬 東京学生柔道優勝大会
6月下旬 全日本学生柔道優勝大会
場所／日本武道館

★平成18年度 主な成績
関東大学ボクシングリーグ戦1部リーグ3位
長らく関東２部に在籍していたが、平成14年度に１部へ昇格。
ここ数年は、世界大会入賞者、国体優勝者を輩出するなど、
強豪校と肩を並べる存在になっている。昨年はアジア大会銅
メダリストの須佐、兵庫国体で優勝した村田など、戦力十分で
戦いに臨んだが、悲願の初優勝とはならなかっただけに、雪辱
に燃えている。新主将・村田の重いパンチで栄光をつかむ！

●日程／関東大学ボクシング1部リーグ戦
5月12日
（土）〜7月14日
（土）
（学生生活課で無料チケット
配布※限りあり）
場所／後楽園ホール

相撲部
★平成18年度 主な成績
全国学生相撲選手権大会3位

等

昨年は全国学生相撲選手権、東日本学生相撲選手権ともに
団体戦３位と優勝を逃した。まずは６月開催の東日本学生選手
権での優勝を目指している。選手層の厚さは他大学に引けを
とらず、優勝のチャンスは十分あり。若く新しい力の台頭を期
待したいところだ。
このチャンスを生かし3度目の大学日本一を達成してほしい。

●日程
４月２９日
（日）全日本大学選抜相撲宇和島大会
場所／愛媛県宇和島市 市営体育館
５月３日
（木）全国大学選抜相撲宇佐大会
場所／大分県宇佐市 総合運動場宇佐相撲場
５月１２日
（土）東日本学生相撲新人選手権大会
場所／靖国神社相撲場
６月１０日
（日）東日本学生相撲選手権大会
場所／両国国技館
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