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文化団体活動一覧（後期）
開 催 日 主催・参加行事 場　　所

文芸部
11月1日(金)～
11月3日(日) 収穫祭文化学術展示　9:00～17:00 世田谷キャンパス

社交ダンス研究部
9月８日(日) 第45回松前重義杯争奪学生競技ダンス選手権大会 東海大学

9月15日(日) 第64回東部日本学生競技ダンス選手権大会
Ⅱ部戦  FM予選会 未定*

9月29日(日) 第15回東部日本学生競技ダンス後期新人戦 首都大学東京
10月20日(日) 第119回東都学生競技ダンス選手権大会 獨協大学(未定)
11月10日(日) 第51回天野杯争奪学生競技ダンス選手権大会 獨協大学(未定)
11月17日(日) 第105回東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦 未定*
11月24日(日) 第101回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会 未定*
12月8日(日) 第64回全日本学生競技ダンス選手権大会 未定*
12月15日(日) 第41回ツバメ杯争奪学生競技ダンス選手権大会 東京工業大学

写真部 
11月1日(金)～3日(日) 収穫祭  写真展「メッセージ」 9:00～17:00 世田谷キャンパス
3月10日(火)～15日(日) 冬季学外展 デザインフェスタ

演劇研究部

10月上旬 10月公演(秋公演) 平日17:00～
(土)13:00～、18:00～  (日)14:00～

常盤松会館(生協上)５F
演劇研究部アトリエ

12月中旬 12月公演(4年生卒業公演) 平日17:00～
(土)13:00～、18:00～  (日)14:00～

常盤松会館(生協上)５F
演劇研究部アトリエ

書道部
11月1日(金)～3日(日) 収穫祭　文化学術展　9:00～17:00 世田谷キャンパス1号館

美術部
11月1日(金)～3日(日) 収穫祭　文化学術展　9:00～17:00 世田谷キャンパス1号館　332教室
11月中旬から下旬 秋のスケッチハイク　10:00～16:00 未定

2月24日(月)～
3月1日(日) 赫土展  10:00～18:00(最終日のみ16時まで) 世田谷美術館

探検部
11月1日(金)～
11月3日(日) 収穫祭文化学術展示、模擬店　9:00～ 世田谷キャンパス

邦楽部
11月23日(土) 第52回箏曲演奏会「邦楽の夕べ」 成城ホール

混声合唱部
8月10日 (土) 東京都合唱祭 新宿文化センター  大ホール
9月7日 (日) 東京都合唱コンクール 文京シビックセンター  大ホール

管弦楽部
11月16日(土) 第112回定期演奏会 相模原市民会館

将棋部
10月～11月の日曜日 秋季個人戦1～3日目

未定(関東大学将棋連盟HP
【http://kantoshogi.web.fc2.com/】参照)

10月～11月の日曜日 秋季団体戦1～3日目
11月後半の日曜日 王座選抜トーナメント1～2日目
12月後半の日曜日 秋季古豪新鋭戦

ギター部

12月28日(土) 第49回定期演奏会 横浜市青葉区民文化センター
フィリアホール

マンドリン部

11月10日(日)

農友会マンドリン部 第60回記念定期演奏会
ロビーコンサート開始時間：13:40 
ロビーコンサート終了時間：14:10 
開演時間：14:30
終演時間：16:30

世田谷区民会館

※活動スケジュールの報告があった団体のみ掲載
※活動スケジュールと場所･時間が未定のものは、各連盟のHPを参照してください

管弦楽部

野球部

ラグビー部

ボクシング部

社交ダンス研究部



体育団体大会一覧（後期）
日　程 大　会　名 場　　所

相撲部
10月５日(土)～６日(日) 第68回東日本学生相撲リーグ戦　9:00～ 靖国神社相撲場
11月２日(土)～３日(日) 第97回全国学生相撲選手権大会　9:00～ 大阪府堺市大浜公園相撲場
12月1日(日) 第68回全日本相撲選手権大会　11:00～ 両国国技館

馬術部
8月31日(土)～
9月1日(日) 第89回関東学生馬術争覇戦 津久井馬術競技場(神奈川県)

10月31日(木)～
11月５日(火) 全日本学生馬術競技大会2019 三木ホースランドパーク(兵庫県)

11月30日(土)～
12月1日(日) 関東学生馬術女子･男子競技会 津久井馬術競技場(神奈川県)

1月中旬 六会ホースショー 日本大学馬術部練習場(神奈川県)

陸上競技部（男子）
10月26日(土) 第96回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会　9:35～ 東京都立川市国営昭和記念公園

1月2日(木)～3日(金) 第96回東京箱根間往復大学駅伝競走　8:00～ 大手町読売新聞社前(東京)～
箱根町芦ノ湖駐車場入口(神奈川)

1月19日(日) 第25回全国男子駅伝　12:30～ 広島県広島市

陸上競技部（女子）
9月29日(日) 第25回関東大学女子駅伝対校選手権大会　9:30～ 千葉県印西市千葉ニュータウン周回コース
10月27日(日) 第37回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　12:10～ 宮城県仙台市仙台市陸上競技場
11月10日(日) 第35回東日本女子駅伝　12:03～ 福島県福島市信夫ヶ丘競技場

11月23日(土) 10000m記録挑戦競技会 神奈川県横浜市
慶応義塾大学日吉陸上競技場

12月30日(月) 2019全日本大学女子選抜駅伝競走
富士山女子駅伝　10:00～

静岡県富士市富士総合運動公園
陸上競技場

1月12日(日) 第38回全国女子駅伝　12:30～ 京都府京都市西京極総合運動公
園陸上競技場

2月9日(日) 第70回富士宮駅伝競走大会　10:00～ 静岡県富士宮市

2月22日(土) 第34回福岡クロスカントリー大会　12:20～ 福岡県福岡市国営海の中道海浜
公園クロスカントリーコース

3月15日(日) 第23回日本学生女子ハーフマラソン
選手権大会　10:02～ 島根県松江市

空手部
9月28日(土)～
30日(月) 第74回国民体育大会(いきいき茨城ゆめ国体) 牛久運動公園体育館

10月12日(土) 第62回関東大学空手道選手権大会 東京武道館
11月10日(日) 第63回全日本大学空手道選手権大会 スカイホール豊田
12月7日(土)～8日(日) 第47回全日本空手道選手権大会 高崎アリーナ
未定 第30回関東学生空手道体重別選手権大会 未定
未定 第37回和道会全関東空手道競技大会 未定

ラグビー
9月15日(日)
12時キックオフ 2019年度リーグ戦(公式戦) VS 首都大学 東京農業大学

9月28日(土)
14時キックオフ 2019年度リーグ戦(公式戦) VS 神奈川大学 東京農業大学

10月13日(日)
11時キックオフ 2019年度リーグ戦(公式戦) VS 国際武道大学 東京農業大学

10月20日(日)
13時キックオフ 2019年度リーグ戦(公式戦) VS 玉川大学 東京工業大学

11月3日(日)
14時キックオフ 2019年度リーグ戦(公式戦) VS 駿河台大学 駿河台大学

11月17日(日)
14時キックオフ 2019年度リーグ戦(公式戦) VS 防衛大学 防衛大学

11月24日(日)
14時キックオフ 2019年度リーグ戦(公式戦) VS 東京工業大学 東京工業大学

ホッケー部

9月1日(日)～11月下旬 2019年度関東学生ホッケー秋季リーグ 駒沢オリンピック公園総合運動場
第一球技場 他

日　程 大　会　名 場　　所
10月23日(水)～27日(日) 第68回男子･第41回女子 全日本学生ホッケー選手権大会 大井ホッケー競技場 他
第68回男子・第41回女子 全日本学生ホッケー選手権大会で、
ベスト4に入った場合下記の全日本ホッケー選手権大会の出場権が与えられます。

12月6日(金)～8日 (日)
12月5日(木)～8日(日)

第93回 全日本男子ホッケー選手権大会
第80回 全日本女子ホッケー選手権大会 赤磐市熊山運動公園多目的広場

サッカー部
7月～10月中旬 後期東京都リーグ1部 東京農業大学(ホーム)
7月～10月中旬 インディペンデンスリーグ1部 東京農業大学(ホーム)
11月初旬 東京都、関東リーグ入れ替え戦 未定
12月 インディペンデンスリーグ 全国大会 仙台市

バレーボール部 

9月15日(日)～
10月20日(日)

2019年度関東大学バレーボール大会秋季3部リーグ
本学桜丘アリーナ他
農友会バレーボール部HP参照
http://nodai.net/vball/

硬式野球部

9月～10月
※詳細は、8月
中旬ごろ東都野
球連盟HPを参
照ください。

令和元年春季リーグ戦
第1戦 VS 日本大学 使用球場

第2戦 VS 拓殖大学
サーティーフォー相模原球場
大和スタジアム･太田スタジアム
上尾市民球場･府中市民球場
多摩一本杉野球場　他

第3戦 VS 専修大学

第4戦 VS 青山学院大学

第5戦 VS 国士舘大学

硬式庭球部
9月4日(水)～9月21日(土) 令和元年関東大学テニスリーグ　9:00～ 各大学テニスコートなど
11月(未定） 秋季リーグ戦 各大学テニスコートなど
令和2年2月(未定) 令和元年関東学生申請テニス選手権大会 各大学テニスコートなど

ボクシング部
10月3日(木)～7日(月) 第74回国民体育大会ボクシング競技　10:00～ 茨城県水戸桜ノ牧高等学校常北校体育館
11月20日(水)～24日(日) 第89回全日本ボクシング選手権大会　11:00～ 鹿児島県阿久根総合運動公園総合体育館

柔道部
9月28日(土)～29日(日) 第38回全日本学生柔道体重別選手権大会　9:00～ 秋田県立武道館
11月17日(日) 第61回東京学生柔道二部優勝大会　8:45～ 講道館
11月17日(日) 第19回東京学生柔道オープン大会　13:00～ 講道館

剣道部
9月15日(日) 第68回関東学生剣道優勝大会 川崎市とどろきアリーナ
9月23日(祝･月) 第45回関東女子学生剣道優勝大会 東京武道館
10月27日(日) 第67回全日本学生剣道優勝大会 千葉ポートアリーナ
11月10日(日) 第38回全日本女子生剣道優勝大会 春日井市総合体育館
11月24日(日) 第65回関東学生剣道新人戦大会 東京武道館
11月30日(土) 第20回関東女子学生剣道新人戦大会 東京武道館

自動車部
10月12日(土)、
13日(日)

第23回関東学生対抗
軽自動車５時間耐久レース　8:00～ スポーツランド信州

11月24日(日) 全日本学生自動車運転競技選手権大会　8:00～ 近鉄自動車学校

バスケットボール部
9月1日(日)～
10月13日(日) 第95回関東大学バスケットボールリーグ戦 未定

合気道部
11月3日(日) 令和元年度明治神宮例祭合氣道奉納演武　9:00～ 明治神宮　神宮内芝地

レスリング部
8月20日(火)～23日(金) 文部科学大臣杯全日本学生選手権 東京都世田谷区･駒沢体育館
10月17日(木)～18日(金) 文部科学大臣杯全日本大学グレコローマン選手権 東京都世田谷区･駒沢体育館
10月19日(土)～20日(日) 全日本女子オープン選手権 静岡県焼津市･焼津市民体育館
11月9日(土)～10日(日) 内閣総理大臣杯全日本大学選手権　 鹿児島県日置市･日置市吹上浜公園体育館
11月25日(月)～27日(水) 東日本学生秋季新人選手権(新人戦･選手権) 東京都世田谷区･駒沢屋内球技場

日　程 大　会　名 場　　所

少林寺拳法部
11月4日(月) 第53回全日本学生大会 千葉ポートアリーナ
11月上旬 第69回世田谷区民体育大会少林寺拳法大会 世田谷区立総合運動場  体育館

弓道部
9月8日(日)～
10月20日(日) 東京都リーグ戦 都内各大学

2020年3月 東京都新人戦 都内各大学

洋弓部
10月12日(土)～14日(月) 全日本学生フィールドアーチェリー選手権大会　9:00～ 群馬国際フィールドアーチェリー場
10月19日(土) 理工系新人戦　9:00～ 光が丘公園アーチェリー場 
11月1日(金)～2日(土) 関東学生連盟アーチェリー新人個人選手権大会　9:00～ 富岡総合公園アーチェリー場
11月16日(土) 理工系定期戦 9:00～ 光が丘公園アーチェリー場
12月18日(水)～19日(木) 関東学生連盟インドア個人選手権大会　9:00～ 駒沢オリンピック公園
12月21日(土)～22日(日) 東京都室内アーチェリー選手権大会　9:00～ 町田市総合体育館

3月29日～4月19日
毎週日曜日 関東学生連盟リーグ戦 9:00～ 未定

ボディビル・パワーリフティング部
10月6日(日) 第60回関東学生ボディビル選手権　9:00～ 東京都福生市福生市民会館
12月上旬 第108回関東学生パワーリフティング選手権　9:00～ 東京大学駒場キャンパス

フェンシング部
9月11日(水) 関東学生新人戦　10:00～ 世田谷区･駒沢総合運動公園体育館
9月28日(土)～29日(日) 東京都選手権大会女子・男子エペ　10:00～ 世田谷･大蔵第2体育館
10月5日(土)～6日(日) 剛騎杯　10:00～ 世田谷･大蔵第2体育館
10月13日(日)～14日(月) 全国ジュニア･エペフェンシング選手権大会　10:00～ 長野県･蓑輪町社会体育館

10月15日(火)～16(水)･
22日(火)～24日(木) 関東学生フェンシング選手権大会　10:00～ 世田谷区･駒沢総合運動公園体育館

11月11日(月)～15日(金) 全日本学生フェンシング選手権大会　10:00～ 世田谷区･駒沢総合運動公園体育館
12月19日(木)～22日(日) 全日本フェンシング選手権大会（団体）　10:00～ 鹿児島県垂水運動公園体育館

1月9日(木)～10日(金) 第27回JOCジュニアオリンピックカップ選手権大会　10:00～ 世田谷区･駒沢総合運動公園体育館

バドミントン部
9月9日(月)～23日(月)
のうち2日間 2019度関東大学バドミントン春季リーグ戦 関東学生バドミントン連盟を参照

ラクロス部
8月10日(土)～
11月9日(土) 第32回関東学生リーグ戦(女子)５試合 調整中

8月20日(火)～ 第32回関東学生リーグ戦(男子)５試合 調整中

アメリカンフットボール部
9月7日(土)
もしくは8日(日) 2019年度リーグ戦  2部Bブロック　

関東学生アメリカンフット
ボール連盟HP参照　

9月21日(土）
もしくは22日(日) 2019年度リーグ戦  2部Bブロック　

10月5日(土)
もしくは6日(日) 2019年度リーグ戦  2部Bブロック　

10月19日(土)
もしくは20日(日) 2019年度リーグ戦  2部Bブロック　

11月16日(土)
もしくは17日(日) 2019年度リーグ戦  2部Bブロック　

11月30日(土）
もしくは12月1日(日) 2019年度リーグ戦  2部Bブロック　

※活動スケジュールの報告があった団体のみ掲載
※活動スケジュールと場所･時間が未定のものは、各連盟のHPを参照してください




