
第 3 回 クラブ・サークル代表者会議                           

                       令和元年 6 月 27 日(木)  
                        横浜・健志台キャンパス  1201 教室  

       17 時 45 分～  

 

＜報告事項＞  

・日体大スポーツ 大会結果・予定について 

 

・クリーン大作戦について 

・第 53 回日体フェスティバル 2019 について 

 

 

＜討議＞ 

・「日体大ブランド」とは 

                  

＜その他＞ 

・連絡事項 

 

 

 

 

 

学友会総務部 

連絡先：【Tel】03-5706-0806 

【E-mail】soumu_08@yahoo.co.jp 

総務部部室：東京・世田谷キャンパス  3G07 部室 

【資料 1】P.1 

【資料 2】P.2 

 

【資料 3】P.3,4 

 

 

【資料 4】P.5 



【資料 1】 

1 

日体大スポーツ 大会結果・予定について 

 

編集長  長谷 美聖  

副編集長 浅野 進之介 

【概要】 

 号数：第 84 号  発行日：2019 年 9 月 23 日(月)（予定） 部数：12,000 部 

 

 日体大スポーツ第 84 号の制作にあたり、各団体への取材と大会結果・予定の掲載を予

定しております。大会結果に関しては 2019 年 4 月 18 日(木)から 6 月 26 日(水)までのもの

を、大会予定に関しては 2019 年 6 月 27 日(木)から 10 月 16 日(水)までのものをお送りく

ださい。また、メールには大会ホームページ等大会情報が掲載されている URL を添付し

てお送りいただくようお願い致します。 

 

【メール提出例】 

 

※大会結果・予定は正式な日付・大会名・会場名・注目選手及び種目を記載するようお願

い致します。尚、提出期限までに大会予定が不明な団体は、分かり次第以下のアドレス

までご連絡ください。 

件名：○○部(団体名) 大会結果・予定について  

※件名はお忘れなくご記入ください 

本文：【大会結果】 

    5 月 18 日(日付)、第 5 回全日本選手権大会(大会名)、東京都・代々木第一体育

館(会場名)、76 ㎏級(種目)、4 年・日体花子(学年・名前)、優勝(1～3 位までの結

果) 

【大会予定】 

8 月 25 日(日付)、天皇杯第 5 回全日本学生選手権大会(大会名)、埼玉県・熊谷陸

上競技場(会場名)、10,000ｍ(種目)、４年・日体太郎(注目選手の学年・名前) 

提出期限：7 月 5 日(金) 16 時 20 分 

提 出 先：【E-mail】taikaikekka_yotei@yahoo.co.jp 
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クリーン大作戦について 

チーフ 浅野 進之介 

 

大クリーン大作戦第 1 弾を下記の要領で実施致します。 

 

記 

日  程：6 月 29 日(土) 

開催場所：千葉県南房総市岩井海岸 

参加人数：各団体 5 名  

服  装：動きやすい格好(できるだけ軽装でご参加ください) 

持 ち 物 :飲み物、帽子、サンダル、雨具(レインコート)、着替え、保険証 

 

≪タイムスケジュール≫（予定） 

7：45 健志台キャンパス 団体集合 

8：00 健志台キャンパス出発(世田谷キャンパスへ) 

8：15 世田谷キャンパス 団体集合 

8：40 世田谷キャンパス出発(健志台キャンパス出発組と合流) 

11：00 岩井海岸到着 

11：30 清掃開始 

12：40 清掃終了 

13：00 お昼休憩(弁当配布) 

  14：00 岩井海岸出発 

  16：20 世田谷キャンパス 到着 (世田谷キャンパスにて降車の団体は解散) 

  17：20  健志台キャンパス 到着 解散 

 

以上   

≪参加団体≫ 

 

 

 

 

 ご不明な点がございましたら、以下のアドレスまでご連絡ください。 

連絡先：【E-mail】soumu_08@yahoo.co.jp

アーチェリー部、アメリカンフットボール部、空手道部、剣道部、ソフトボール部、卓球

部、トランポリン競技部、ボート部、レスリング部、チアリーダー部、ブラスバンド部、

保育研究サークル、アクアスポーツ研究会 

･アクアスポーツ研究会 
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第 53 回日体フェスティバル 2019 について 

実行委員長  関 歩美 

副実行委員長 金澤 亮 

 

1．企画案書について 

第 2 回クラブ･サークル代表者会議で回答を依頼した企画案書を未提出(未送信)の 

団体は、至急提出してください。提出の詳細につきましては前回の第 2回クラブ・サ 

ークル代表者会議にて配布した資料をご確認ください。尚、回答期限が過ぎておりま

すので紙媒体にご提出をお願い致します。欠席願いにつきましては、総務部ブログよ

りダウンロード・印刷をお願い致します。 

〈未提出団体〉 

カヌー部、近代五種競技部、硬式野球部、スキー部、卓球部、ボクシング部、ライフ

セービング部、基礎スキー研究会、体育研究サークル、混合バレーボール同好会、ス

ポーツパフォーマンスアナリシスクラブ、フットサル同好会 

 

2．欠席願いについて 

   第 2回クラブ・サークル代表者会議後、QRコードにて【欠席】とご回答した以下の 15

団体は、総務部ブログより『第 53回日体フェスティバル 2019欠席願い』をダウンロー

ド・印刷の上、ご提出をお願い致します。 

尚、該当する日程の欠席願いを選択し、必ず 1日の欠席につき 1枚の欠席願いをご提

出ください。 

＜第 2回クラブ・サークル代表者会議後欠席の連絡を受けた団体＞ 

アメリカンフットボール部、剣道部、柔道部、少林寺拳法部、水泳部、スケート部、 

相撲部、軟式野球部(男子)、バスケットボール部(男女)、バレーボール部(男女)、 

ハンドボール部(女子)、フェンシング部、なぎなた同好会、タッチラグビーサークル、 

野外教育活動研究会                        計 15団体 
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３．施設申請書の提出について 

   第 2 回クラブ・サークル代表者会議後『第 53 回日体フェスティバル 2019 非公開に

よる練習 及び 東京・世田谷キャンパスにおける練習(非公開)の希望調査用紙』をご提

出いただいた以下の団体には、正式な施設申請書をご提出いただきます。 

総務部ブログより『第 53回日体フェスティバル 2019 施設申請書』をダウンロード・

印刷の上、期限までにご提出をお願い致します。 

   尚、期間中の施設利用につきましては、第 53回日体フェスティバル 2019実行委員会

の管理の下で行なっていただくため、日体フェスティバルにおける企画(体験教室等)で

使用する施設に関しては、施設申請書のご提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京・世田谷キャンパス 多目的グラウンドを使用する団体は、時間の重複を団体間で

調整し『第 53 回日体フェスティバル 2019 施設申請書』をご提出するよう、お願い

致します。 

 

４．第 53 回日体フェスティバル 2019 事前説明会について 

   事前説明会を以下の日程で開催致します。 

日 時：令和元年 9 月 24 日(火) 17 時 45 分～ （受付：17 時 30 分～） 

場 所：東京・世田谷キャンパス 1201 教室 

出席者：第 53 回日体フェスティバル 2019 に参加する全学友会団体 代表者 2 名 

第 53 回日体フェスティバル 2019 における、各企画の説明会を行います。必ずご出

席をお願い致します。 

  ※「2．欠席願いについて」に記載の第 53 回日体フェスティバル 2019 欠席団体のうち、 

アメリカンフットボール部、バレーボール部(女子)、なぎなた同好会 

以上の 3 団体は展示企画に出展のため、事前説明会に出席してください。 

その他の『第 53 回日体フェスティバル 2019 欠席願い』を提出する団体は、事前説

明会に出席する必要はございません。 

提出期限：7 月 5 日(金)  16 時 20 分 

提出場所：総務部ポスト 東京・世田谷キャンパス(G フロア) 

                                    横浜・健志台キャンパス(学生食堂横)

31日(木) 1日(金) 2日(土) 3日(日)

サッカー部女子 サッカー場 16時～21時 16時～21時 9時～16時

テニス部男女 テニスコート 8時～21時 16時～21時 16時～21時 16～21時

アメリカンフットボール部 多目的グラウンド 10時～16時 10時～16時 10時～17時 10時～16時

ハンドボール部女子 グラウンド ハンドボールコート 9時半～16時 9時半～16時 9時半～16時 9時半～16時

ラクロス部女子 多目的グラウンド 6時45分～11時 6時45分～11時 6時45分～11時 6時45分～11時

柔道部 柔道場 8時～17時 8時～17時 8時～17時 8時～17時

トランポリン競技部 小体育館9 10時～14時

バスケットボール部男子 メインアリーナ2F 9時～12時 9時～13時

フェンシング部 スポーツ棟3階フェンシング場 9時～17時 9時～17時 9時～17時 9時～17時

レスリング部女子 レスリング場 9時～15時半 9時～15時半 9時～15時半 9時～15時半

世田谷

健志台

第53回日体フェスティバル2019　練習希望調査【非公開・世田谷】
団体名 キャンパス 施設

希望日時
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討議 

 

■討議テーマ 

「日体大ブランド」とは 

 

■討議内容 

学友会における基本方針の１つとして「日体大ブランド力の向上」が挙げられている。 

『日体大ブランド』とは何かを話し合い、基本方針への理解を深める。 

 

■討議班(役割：☆班長 ●書記) 

①☆近代五種競技、●フェンシング、ソフトテニス、アルティメット・チーム、フィンスイ

ミングクラブ 

②☆ソフトボール、●保育研究サークル、剣道、ボート、インラインホッケークラブ 

③☆アクアスポーツ研究会、●エアロビック同好会、硬式野球、体操、ボクシング 

④☆レスリング、●タッチラグビーサークル、アーチェリー、少林寺拳法、トランポリン競

技、スポーツマネジメントサークル 

⑤☆合気道、●応援団、新体操、軟式野球、セパタクロー部、伝統芸能・和太鼓同好会 

⑥☆バーベルクラブ、●バスケットボール、アメリカンフットボール、水泳、チアリーダー、

体育研究サークル 

⑦☆バドミントン、●ダブルダッチサークル、ウエイトリフティング、スキー、ブラスバン

ド、ヒップホップ同好会 

⑧☆ゴルフ、●ホッケー、体操競技、基礎スキー研究会、救急医療サークル 

⑨☆トレーナー研究会、●バレーボール、カヌー、スケート、家政、フットサル同好会 

⑩☆キャンプインストラクターアカデミー、●ライフセービング、サッカー、卓球、弓道部 

⑪☆社会体育研究会、●ダンス、山岳、ラグビー、混合バレーボール同好会 

⑫☆なぎなた同好会、●研修、空手道、相撲、ハンドボール、野外教育活動研究会 

⑬☆ラクロス、●準硬式野球部、自転車競技、テニス、スポーツパフォーマンスアナリシス

クラブ 

⑭☆トライアスロン、●柔道、陸上競技、スカッシュ同好会、ソングリーディングクラブ     


