
 
 
 
 
 

 

■ アイスホッケー関関戦、トップスケーターらによるフィギュアスケートエキシビション ■ 

アイスアリーナ創設 10 周年記念エキシビションを開催 
～ 2016 年 7 月 1 日より『関西大学 たかつき アイスアリーナ』に名称を変更 ～ 

【日時】7 月 10 日（日）13：00～16：40 【会場】関西大学 たかつき アイスアリーナ（高槻キャンパス内）  

関西大学ではこのたび、創立 130 周年記念事業の一環として、アイスアリーナ創設 10 周年記念エキシビショ

ンを、7 月 10 日（日）13：00 から関西大学 たかつき アイスアリーナにて開催します。 

関西大学アイスアリーナは、日本各地のスケートリンクの廃止が相次いだ 2006 年、日本の大学では初めてと

なる国際競技規格を満たすスケートリンクとして誕生しました。本アリーナは、正課授業や本学アイスホッケー

部とアイススケート部および併設校の課外活動の活動拠点になるとともに、高槻市主催のイベントや近隣の小・

中・高等学校および他大学に対しても開放するなど、本学の正課授業での活用や課外活動振興、社会・地域貢献

活動の一翼を担ってきました。そして本日 2016 年 7 月 1 日からは、これまで以上に地元・高槻市に貢献し、   

市民の皆様に愛される施設となるよう、『関西大学 たかつき アイスアリーナ』と名称を変更します。 

本アリーナ創設以降、アイスホッケー部が 2013 年に関西学生氷上競技連盟所属の大学として史上初のインカ

レ準優勝を果たし、アイススケート部に在籍していた髙橋大輔さんや織田信成さんらが、日本代表としてオリン

ピックや世界選手権で活躍しました。現在、アイスホッケー部は悲願の日本一を目指し、またアイススケート部

では日本選手権連覇・世界選手権 2 位の宮原知子さん（文学部 1 年次生）や、世界ジュニア選手権優勝の本田   

真凜さん（中等部 3 年生）をはじめ、未来のスター候補生たちが本アリーナで日々切磋琢磨しています。 
また、2015 年 4 月に誕生した「特定非営利活動法人 関西大学カイザーズ総合型地域スポーツ・文化クラブ  

（通称：関西大学カイザーズクラブ）」が有するクラブの一つとして、このたび「関西大学カイザーズフィギュア

スケートクラブ（略称：関西大学カイザーズ FSC）」が設置されました。同クラブには、公益財団法人日本    

スケート連盟による平成 28 年度「強化選手 A」に選抜された白岩優奈さんをはじめ、現在 10 名のジュニア   

スケーターが在籍しています。 

エキシビション当日は、高槻市民や一般の方々、高槻市関係者など約 500 名をお招きして、本学と関西学院  

大学の両アイスホッケー部によるエキシビションマッチ、ならびに宮原知子さんや本田真凜さんをはじめとする

トップスケーター・ジュニアスケーターによるフィギュアスケートエキシビションを実施します。つきましては、

ご多忙のところ恐縮ですが、当日のご取材についてご検討いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

【開催概要】 

【日 時】 7 月 10 日（日）13：00 ～ 16：40（報道受付／12：00 からアリーナ前にて）  

【会 場】 関西大学 たかつき アイスアリーナ（高槻市霊仙寺町 2-2-1 関西大学高槻キャンパス内） 

【対 象】 高槻市民、一般、高槻市関係者など約 500 名（観覧募集は終了しています） 

【内 容】 関西大学と関西学院大学の両アイスホッケー部によるエキシビションマッチ、ならびに宮原知子

さんや本田真凜さんをはじめとするトップスケーター・ジュニアスケーターによるフィギュア 

スケートエキシビションを実施。（詳細は別紙をご参照ください） 

【備 考】 宮原知子さん（閉会後）と本田真凜さん（15：30 頃）の囲み取材を予定しています。 
以 上  

※取材をご希望の方は、お手数ですが 7 月 8 日（金）までに下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 
 

この件に関するお問い合わせ先 

関西大学 総合企画室 広報課  担当：石田、寺崎 
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35 Tel.06-6368-1131 Fax.06-6368-1266 
www.kansai-u.ac.jp 
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■アイスアリーナ創設 10 周年記念エキシビション 開催概要詳細 

 

【日 時】 7 月 10 日（日）13：00 ～ 16：40（報道受付／12：00 からアリーナ前にて）  

【会 場】 関西大学 たかつき アイスアリーナ 

高槻市霊仙寺町 2-2-1 関西大学高槻キャンパス内 

（JR「高槻」駅もしくは「摂津富田」駅から高槻市営バス「西の口」（関西大正門前）下車） 

【対 象】 高槻市民、一般、高槻市関係者など約 500 名（観覧募集は終了しています） 

【内 容】 関西大学と関西学院大学の両アイスホッケー部によるエキシビションマッチ、ならびに宮原知子

さんや本田真凜さんをはじめとするトップスケーター・ジュニアスケーターによるフィギュア 

スケートエキシビションを実施。 

【フィギュアスケートエキシビション 主な出演予定者】 

◇ 宮原 知子（みやはら さとこ） 体育会アイススケート部所属 文学部 1 年次生  

                    2014・2015 年日本選手権優勝、2015 年世界選手権 2 位、 

                    2015 年グランプリファイナル 2 位、2016 年四大陸選手権優勝など 

                    公益財団法人日本スケート連盟平成 28 年度特別強化選手 

◇ 中村  優（なかむら しゅう） 体育会アイススケート部所属 政策創造学部 2 年次生  

                    2014 年全日本ジュニア選手権 3 位、 

2015 年全日本ジュニア選手権 5 位など 

                    公益財団法人日本スケート連盟平成 28 年度強化選手 B 

◇ 本田 真凜（ほんだ まりん）  中等部・高等部アイススケート部所属 中等部 3 年生  

                    2016 年世界ジュニア選手権優勝、 

2015 年ジュニアグランプリファイナル 3 位など 

                    公益財団法人日本スケート連盟平成 28 年度特別強化選手 

◇ 白岩 優奈（しらいわ ゆうな） 関西大学カイザーズフィギュアスケートクラブ所属 中学 3 年生   

                    2016 年世界ジュニア選手権 4 位、 

2015 年ジュニアグランプリファイナル 5 位など 

                    公益財団法人日本スケート連盟平成 28 年度強化選手 A 

【スケジュール（予定）】 

12：00 受付開始（アリーナ前） 

      13：00 開会（学歌斉唱） 

      13：05 関係者挨拶（関西大学学長 楠見晴重、関西大学理事長 池内啓三、高槻市長 濱田剛史） 

      13：20 アイスホッケーエキシビションマッチ（関西大学 vs 関西学院大学） 

      13：40 氷上整備 

      13：55 フィギュアスケートエキシビション（ジュニアスケーター 12 名） 

※白岩優奈さんは 14：55 頃、本田真凜さんは 15：00 頃に滑走予定です。 

15：07 氷上整備 

15：22 フィギュアスケートエキシビション（トップスケーター 11 名） 

     ※中村優さんは 16：15 頃、宮原知子さんは 16：20 頃に滑走予定です。 

15：30 本田真凜さん囲み取材 

16：29 フィナーレ、選手代表挨拶（関西大学体育会アイススケート部主将 上野沙耶さん） 

16：40 閉会 

閉会後 宮原知子さん囲み取材 

【取材申込方法】お手数ですが 7 月 8 日（金）までに前頁のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 



■取材に関するご案内 

◇ 報道受付は、7 月 10 日（日）12：00 からアリーナ前にて随時行います。 
◇ 公共交通機関かタクシーでお越し願います。撮影機材の運搬等、やむをえず車両入構および留め

置きが必要な場合は、取材申請時に必ずお知らせの上、高岳館前駐車場（下記案内図参照）に駐

車してください。 
◇ 各社の社章（腕章）をご用意ください。 
◇ 当施設には専用のカメラ席や記者席を設置していないため、撮影エリアを予め指定させていただ

きます。 
◇ 当日のお問い合わせは、下記の携帯電話までお願いします。 

    関西大学広報課（携帯）：080-3776-2513 

 
 
■関西大学 たかつき アイスアリーナ（高槻キャンパス） 案内図 
 

 

 
 
 
※高槻キャンパスまでの交通アクセスはこちらをご参照ください。 

http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html 
 
■JR「高槻」駅もしくは「摂津富田」駅から高槻市営バス「西の口」（関西大正門前）下車 

（所要時間：約 20 分） 
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「西の口」（関西大正門前） 
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至萩谷 


