
日　時 大会名 場　　所

10/3（木）〜 10/6（日） 2019 近畿フィギュア
スケート選手権大会

滋賀県立
アイスアリーナ

10/5（土） ジャパンオープン
2019

さいたま
スーパーアリーナ

10/26（土）〜 10/27（日）
第 92 回日本学生
氷上選手権大会

（ショートトラック）
帝産アイススケート
トレーニングセンター

11/1（木）〜 11/4（祝・月）第 45 回西日本フィギュア
スケート選手権大会

滋賀県立
アイスアリーナ

11/9（土）〜 11/10（日）
第 65 回西日本ショート

トラックスピードスケート
選手権大会

アクシオン福岡

12/18（木）〜 12/22（日）第 88 回全日本フィギュア
スケート選手権大会

国立代々木競技場
第一体育館

アイススケート部
日　時 対戦相手 場　　所

9/14（土） 20:30 大阪大学 関西大学たかつきアイスアリーナ

9/21（土） 20:30 京都産業大学 関西大学たかつきアイスアリーナ

9/28（土） 15:00 立命館大学 滋賀県立アイスアリーナ

10/ 5（土） 15:50 同志社大学 尼崎スポーツの森スケートリンク

10/ 6（日） 12:30 関西学院大学 関西大学たかつきアイスアリーナ

10/12（土） 15:50 京都産業大学 尼崎スポーツの森スケートリンク

10/13（日） 14:00 関西学院大学 尼崎スポーツの森スケートリンク

10/19（土） 13:25 立命館大学 尼崎スポーツの森スケートリンク

10/20（日） 12:30 同志社大学 関西大学たかつきアイスアリーナ

10/27（日） 15:00 大阪大学 滋賀県立アイスアリーナ

アイスホッケー部
日　時 対戦相手 場　　所

8/31（土） 16:30 〜 京都大学 EXPO FLASH FIELD

9/ 7（土） 19:00 〜 神戸大学 EXPO FLASH FIELD

9/22（日） 12:00 〜 同志社大学 EXPO FLASH FIELD

9/29（日） 14:00 〜 龍谷大学 王子スタジアム

10/12（土） 15:00 〜 立命館大学 ヤンマーフィールド長居

10/27（日） 11:30 〜 関西学院大学 王子スタジアム

11/ 9（土） 17:00 〜 近畿大学 EXPO FLASH FIELD

アメリカンフットボール部

学生センター 
2019 年９月６日現在

9 月〜 12 月試合日程

関西大学体育会クラブ https://skatingjapan.or.jp/ https://www.ksif-icehockey.com/ http://www.kansai-football.jp/

宮原 知子さん（文 4）

日　時大会名場　　所

9/21（土）第29回関西学生対校
女子駅伝競走大会神戸しあわせの村

10/15（火）〜10/18（金）
2019関西学生
陸上競技種目別

選手権大会
ヤンマーフィール
ド長居

11/16（土）
丹後大学駅伝

第81回関西学生対校
駅伝競走大会

丹後地域コース

田上 陽菜さん（文3）

陸上競技部http://gold.jaic.org/icaak/

渡邉 桃子さん（経3）

日　時対戦相手場　　所

9/15（日）11:30〜京都産業大学たけびしスタジアム京都

9/23（祝・月）14:00〜立命館大学水口スポーツの森陸上競技場

9/29（日）11:30〜びわこ成蹊
スポーツ大学たけびしスタジアム京都

10/ 6 （日）11:30〜大阪経済大学J-GREEN堺・天然芝フィールド

10/13（日）11:30〜桃山学院大学J-GREEN堺・天然芝フィールド

10/19（土）14:00〜大阪体育大学高槻市立萩谷総合公園サッカー場

10/27（日）14:00〜関西福祉大学J-GREEN堺・天然芝フィールド

11/ 2 （土）14:00〜関西学院大学山城総合運動公園
太陽が丘陸上競技場

11/ 9 （土）11:30〜近畿大学桃源郷運動公園陸上競技場

11/17（日）14:00〜阪南大学アクアパルコ洛西

11/23（祝・土）11:30〜大阪産業大学たけびしスタジアム京都

黒川 圭介さん（法4）羽田 健人さん（情4）

サッカー部http://www.jufa-kansai.jp/ ＜関西学生リーグ1部＞
日　時対戦相手場　　所

9/ 7 （土）10:30〜
立命館大学皇子山球場

9/ 8 （日）13:00〜

9/15（日）13:00〜
京都大学ほっともっとフィールド神戸

9/16（祝・月）10:30〜

10/ 2 （水）12:00〜
同志社大学南港中央野球場

10/ 3 （木）12:00〜

10/12（土）10:30〜
近畿大学ほっともっとフィールド神戸

10/13（日）13:00〜

10/18（金）13:00〜
関西学院大学わかさスタジアム京都

10/19（土）10:30〜

野球部 http://kansaibig6.jp/ ＜関西学生リーグ＞
日　時対戦相手場　　所

9/ 8 （日）14:00〜神戸大学関西大学中央グラウンド

9/15（日）14:00〜大阪経済大学関西大学中央グラウンド

10/ 6 （日）14:00〜帝塚山大学関西大学中央グラウンド

10/20（日）14:00〜花園大学関西大学中央グラウンド

10/27（日）14:00〜追手門学院大学関西大学中央グラウンド

ラグビー部http://rugby-kansai.or.jp/ ＜関西大学Bリーグ＞
＜関西学生リーグ Div.1 ＞＜関西学生リーグ＞

SEASON SCHEDULE 2019

坂井 隆一郎さん（人 4）



日　時 クラブ名 対戦相手・大会名 場　　所
9/19（木）

準硬式野球部 大阪大学 ★ わかさスタジアム京都
9/20（金）

9/20（金）〜9/23（祝・月） ヨット部 第 28 回全日本学生女子
ヨット選手権大会

豊田自動織機
海陽ヨットハーバー沖

9/21（土） バレーボール部（男子） 立命館大学 ★ 立命館大学
大阪いばらきキャンパス

9/21（土） バレーボール部（女子） 園田学園女子大学 ★ 大阪国際大学松下町校地

9/21（土） 11:30 〜 ハンドボール部（男子） 関西福祉科学大学 ★ 太陽が丘体育館

9/21（土） 12:55 〜 ハンドボール部（女子） 関西学院大学 ★ 太陽が丘体育館

9/22（日） 13:10 〜 ハンドボール部（女子） 龍谷大学 ★ 武庫川女子大学

9/22（日） 弓道部（女子） 関西学院大学 ★ 天理大学

9/22（日） 剣道部 関西学生剣道優勝大会 おおきにアリーナ舞洲

9/22（日） 拳法部 2019 日本拳法総合
選手権大会 大阪市中央体育館

9/22（日） バレーボール部（男子） 大阪体育大学 ★ 立命館大学
大阪いばらきキャンパス

9/22（日） バレーボール部（女子） 京都橘大学 ★ 天理大学体育学部

9/23（祝・月） 12:20 〜 ハンドボール部（男子） 立命館大学 ★ 関西福祉科学大学

9/24（火）〜9/25（水） ゴルフ部 関西学生女子秋季
1 部校学校対抗戦

芦屋カンツリー
倶楽部

9/26（木）
準硬式野球部 神戸大学 ★ 大阪シティ信用金庫

スタジアム9/27（金）

9/28（土） 11:40 〜 バスケットボール部（男子） 大阪体育大学 ★ 京都産業大学

9/28（土）〜9/29（日） 柔道部 全日本学生柔道
体重別選手権大会 秋田県立武道館

9/29（日） 11:40 〜 バスケットボール部（男子） 流通科学大学 ★ 京都産業大学

9/29（日） 14:30 〜 ハンドボール部（男子） 京都産業大学 ★ 太陽が丘体育館

9/29（日） 12:55 〜 ハンドボール部（女子） 大阪教育大学 ★ 太陽が丘体育館

9/29（日） 弓道部（男子） 大阪産業大学 ★ 大阪産業大学

9月試合日程

日　時 クラブ名 対戦相手・大会名 場　　所
10/ 3（木）

準硬式野球部 立命館大学 ★ 大阪シティ信用金庫
スタジアム10/ 4（金）

10/ 6（日） 空手道部 第 62 回全関西大学
空手道選手権大会 大阪商業大学体育館

10/ 6（日） 弓道部（男子） 天理大学 ★ 天理大学

10/ 6（日） 弓道部（女子） 大阪経済大学 ★ 関西大学弓道場

10/ 9（水）〜 10/15（火） テニス部 全日本大学対抗
テニス王座決定試合 愛媛県総合運動公園

10/10（木）〜 10/13（日） 射撃部 2019 年度全日本学生
スポーツ射撃選手権大会 長瀞射撃場

10/10（木）
準硬式野球部 同志社大学 ★ 南港中央野球場

10/11（金）

10/12（土） 13:50 〜 ハンドボール部（男子） 関西学院大学 ★ 関西福祉科学大学

10/12（土） 15:15 〜 ハンドボール部（女子） 天理大学 ★ 関西福祉科学大学

10月試合日程

日　時 クラブ名 対戦相手・大会名 場　　所

12/ 1（日） 拳法部 第 64 回全日本学生
拳法選手権大会 大阪府立体育館

12/ 1（日） ソフトテニス部 全日本学生インドア
ソフトテニス大会 小田原アリーナ

12/ 7（土）〜 12/ 8（日） 重量挙部 全日本学生選抜選手権大会 上尾市スポーツ
総合センター

12/ 7（土）〜 12/ 8（日） レスリング部 西日本学生レスリング
秋季リーグ戦（1 部） 堺市金岡公園体育館

12/13（金）〜 12/15（日） 重量挙部 関西学生ウエイト
リフティング選手権大会 はびきのコロセアム

日　時 クラブ名 対戦相手・大会名 場　　所

10/13（日） 卓球部 第 19 回関西学生選抜卓球大会 関西大学東体育館

10/13（日） 13:00 〜 ホッケー部（女子） 聖泉大学 ★ 立命館
OIC フィールド　

10/16（水）
準硬式野球部 関西学院大学 ★ わかさスタジアム

京都10/17（木）

10/17（木）〜 10/18（金） レスリング部 全日本大学
グレコローマン選手権 駒沢体育館

10/18（金）〜 10/20（日） ソフトテニス部
第 74 回天皇賜杯・

皇后賜杯全日本ソフトテニス
選手権大会

北上市和賀川
グリーンパーク
テニスコート

10/19（土） 13:00 〜 ホッケー部（女子） 立命館大学 ★ 立命館 OIC フィールド

10/19（土）〜 10/20（日） 柔道部 全日本学生柔道
体重別団体優勝大会 ベイコム総合体育館

10/20（日） 拳法部 第 35 回全日本学生
拳法個人選手権大会

名古屋市千種
スポーツセンター

10/23（水）〜 10/27（日） ホッケー部
（男子・女子）

全日本学生
ホッケー選手権大会

大井ホッケー
競技場他

10/24（木）〜 10/27（日） 卓球部
第 86 回全日本大学
総合卓球選手権大会

（個人の部）
島津アリーナ京都

10/25（金）〜 10/27（日） レスリング部 西日本学生選手権 堺市金岡公園体育館

10/29（火）〜 11/5（火） 馬術部 全日本学生馬術大会2019 三木ホース
ランドパーク

日　時 クラブ名 対戦相手・大会名 場　　所

11/ 1（金）〜 11/ 3（日） 漕艇部 第 30 回関西学生
秋季選手権

加古川市立漕艇
センター

11/ 2（土）〜 11/ 3（日） 相撲部 第 97 回全国学生相撲
選手権大会 堺市大浜公園相撲場

11/4（祝・月） 少林寺拳法部 少林寺拳法
全日本学生大会

千葉ポートアリーナ
（予定）

11/ 9（土）〜 11/10（日） レスリング部 全日本大学選手権 日置市吹上浜公園
体育館

11/10（日） ソフトテニス部 関西学生選抜インドア
ソフトテニス選手権大会 向日市民体育館

11/17（日） なぎなた部 第 44 回西日本学生
なぎなた選手権大会 東大阪市総合体育館　

11/23（祝・土）〜 11/24（日） 少林寺拳法部 2019 年少林寺拳法
全国大会 in あいち スカイホール豊田

11/24（日） 自動車部 2019 年度全日本学生
自動車運転競技選手権大会 近鉄自動車学校

11/25（月）〜 12/ 1（日）バレーボール部（女子）
秩父宮妃賜杯

全日本バレーボール
大学女子選手権大会

未定

11/25（月）〜 12/ 1（日）バレーボール部（男子）
秩父宮賜杯

全日本バレーボール
大学男子選手権大会

未定

＜お願い＞
※雨天の場合も含め、試合の日時・場所は
　変更となる場合があります。
　最新情報は各連盟のホームページ等でご確認ください。

※本日程表に未掲載のクラブは
　スポーツ振興グループ HP をご覧ください。

写真提供：関大スポーツ編集局

http://www.kansai-u.ac.jp/sports/

10月試合日程 11月試合日程

12月試合日程

 対戦相手・大会名の ★ はリーグ戦

第 42 回総合関関戦

拳法部


