
亜細亜大学スポーツカレンダー　（9月・10月）

◆こちらの一覧は、体育会顧問から調査した「公式試合予定表」をもとに作成しています。

◆予定は天候・主催者の都合等により変更される場合があります。詳しくは、学生生活課及び各団体の顧問にご確認ください。

◆11月・12月のスポーツカレンダーは、10月25日ごろ、予定を更新します。

＜9月＞

日付 曜日 部  名 大  会  名 ～回戦 対戦相手 時  間 場所(会場） 備考

1 木 バドミントン部 関東大学バドミントン秋季リーグ戦（6部A） 東京薬科大他 10:00 亜細亜大学
東京薬科大、東京工芸大、城西国際大
電気通信大、鶴見大、湘南工科大

硬式庭球部 関東大学テニス1部リーグ 第3戦 対中央大学 9:00 法政大学テニスコート

バドミントン部 関東大学バドミントン秋季リーグ戦（6部A） 東京薬科大他 10:00 亜細亜大学
東京薬科大、東京工芸大、城西国際大
電気通信大、鶴見大、湘南工科大

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第1日 対立正大学 第2試合目 駒大玉川キャンパス 第1試合11：00～

アジア女子ローンテニス部 関東大学テニス1部リーグ 第3戦 対専修大学 9:00 有明テニスの森

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 1次ステージ 対関東学園大学 18:20 成蹊大学

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第11節 対山梨学院大学 17:10 亜大日の出キャンパス

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第2日 対山梨大学 第1試合11:00 駒大玉川キャンパス

柔道部 東京学生柔道体重別選手権大会 個人戦 未定 9:30～ 日本武道館 部員7名出場

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 1次ステージ 対成蹊大学 15:00 成蹊大学

硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第1週　1回戦 対専修大学 11:00 神宮球場

硬式庭球部 関東大学テニス1部リーグ 第4戦 対慶應義塾大学 9:00 明治大学テニスコート

軟式野球部 東都学生軟式野球連盟　秋季リーグ戦 第1戦 対拓殖大学 9:00 越谷市民球場

硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第1週　2回戦 対専修大学 13:30 神宮球場

アジア女子ローンテニス部 関東大学テニス1部リーグ 第4戦 対早稲田大学 9:00 有明テニスの森

7 水

8 木 硬式庭球部 関東大学テニス1部リーグ 終戦 対法政大学 9:00 慶應義塾大学テニスコート

9 金 アジア女子ローンテニス部 関東大学テニス1部リーグ 第5戦 対筑波大学 9:00 有明テニスの森

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第3日 対宇都宮大学 第2試合目 大東大東松山キャンパス 第1試合11：00～

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 1次ステージ 対帝京平成大学 15:00 独協大学

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第12節 対國學院大學 11:00 國學大グランド

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第4日 対山梨大学 第1試合11:00 大東大東松山キャンパス

剣道部 第65回関東学生剣道優勝大会 個人戦・団体戦 未定 9:00～ 日本武道館

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 1次ステージ 対埼玉大学 16:40 亜細亜大学

居合道部 英信流　関東地区大会 9:00 入間市武道館 部員3名出場

2 金

3 土

4 日

5 月

6 火

10 土

11 日



＜9月＞
日付 曜日 部  名 大  会  名 ～回戦 対戦相手 時  間 場所(会場） 備考

12 月

13 火

硬式庭球部 関東学生テニス選手権大会 1回戦 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

アジア女子ローンテニス部 関東学生テニス選手権大会 1回戦 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

硬式庭球部 関東学生テニス選手権大会 2回戦 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

アジア女子ローンテニス部 関東学生テニス選手権大会 2回戦 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

硬式庭球部 関東学生テニス選手権大会 3回戦 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

アジア女子ローンテニス部 関東学生テニス選手権大会 3回戦 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第5日 対平成国際大学 第1試合11:00 国際武道大学

硬式庭球部 関東学生テニス選手権大会 準々決勝 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

アジア女子ローンテニス部 関東学生テニス選手権大会 準々決勝 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

剣道部 第42回関東学生剣道優勝大会 個人戦・団体戦 未定 9:30～ 東京武道館

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 1次ステージ 対群馬大学 15:00 独協大学

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第13節 対帝京大学 17:10 亜大日の出グランド

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第6日 対桜美林大学 第1試合11:00 国際武道大学

硬式庭球部 関東学生テニス選手権大会 準決勝 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

アジア女子ローンテニス部 関東学生テニス選手権大会 準決勝 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 帝京平成大学(池袋）

バドミントン部 関東大学バドミントン秋季リーグ戦（入替戦） 未定 未定 秩父宮記念体育館 秋季リーグ戦で優勝した場合(男女共）

硬式庭球部 関東学生テニス選手権大会 決勝 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

アジア女子ローンテニス部 関東学生テニス選手権大会 決勝 未定 9:00 秩父ミューズパークテニスコート

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 帝京平成大学(池袋）

硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第3週　1回戦 対日本大 10:30 神宮球場

硬式庭球部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 1回戦/2回戦 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 1回戦/2回戦 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第3週　2回戦 対日本大 13:30 神宮球場

硬式庭球部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 3回戦 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 3回戦 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

18 日

14 水

15 木

16 金

17 土

19 月

20 火

21 水



＜9月＞

日付 曜日 部  名 大  会  名 ～回戦 対戦相手 時  間 場所(会場） 備考

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第14節 対日本大学 13:00 日本大学グランド

硬式庭球部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 準決勝 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 準決勝 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

硬式庭球部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 決勝 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権　東/西日本予選大会 決勝 未定 9:00 東/安比高原・西/ブルボンビーンズドーム

陸上競技部 日本体育大学記録会 記録会 30校出場 未定 日体大健志台キャンパス 駒大、明大、東海大他27校

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第7日 対慶應義塾大学 第1試合11:00 亜細亜大学

硬式庭球部 関東大学テニスリーグ 1部/2部入替戦 未定 9時〜 亜大日の出キャンパステニスコート 1部リーグ5位/6位の場合

アジア女子ローンテニス部 関東大学テニスリーグ 1部/2部入替戦 未定 9時〜 亜大日の出キャンパステニスコート 1部リーグ5位/6位の場合

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 独協大学

陸上競技部 日本体育大学記録会 記録会 30校出場 未定 日体大健志台キャンパス 駒大、明大、東海大他27校

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第15節 対東京大学 14:20 東京大学グランド

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第8日 対法政大学 第1試合11:00 亜細亜大学

硬式庭球部 関東大学テニスリーグ 1部/2部入替戦 未定 9:00 亜大学日の出キャンパステニスコート 1部リーグ5位/6位の場合

アジア女子ローンテニス部 関東大学テニスリーグ 1部/2部入替戦 未定 9:00 亜大学日の出キャンパステニスコート 1部リーグ5位/6位の場合

空手道部 第59回全国空手道選手権大会 個人戦 未定 10:00～ 幕張メッセ

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 帝京平成大学(池袋）

26 月

27 火 硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第4週　1回戦 対中大 10:30 神宮球場

28 水 硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第4週　2回戦 対中大 13:00 神宮球場

29 木

30 金

23 金

22 木

24 土

25 日



＜10月＞

日付 曜日 部  名 大  会  名 ～回戦 対戦相手 時  間 場所(会場） 備考

陸上競技部 世田谷記録会 記録会 30校出場 未定 世田谷陸上競技場 青学大、駒大、東洋大他30校

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 首都大学東京(南大沢）

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第16節 対立正大学 11:00 亜大日の出キャンパス

硬式庭球部 国民体育大会 1回戦・2回戦 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

アジア女子ローンテニス部 国民体育大会 1回戦・2回戦 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

アメリカンフットボール部 関東アメリカンフットボール秋季リーグ戦 1回戦 対埼玉大学 11:00 工学院大学（八王子）

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 横浜国立大学

硬式庭球部 国民体育大会 準々決勝 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

アジア女子ローンテニス部 国民体育大会 準々決勝 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

硬式庭球部 国民体育大会 準決勝 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

アジア女子ローンテニス部 国民体育大会 準決勝 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

硬式庭球部 国民体育大会 決勝 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

アジア女子ローンテニス部 国民体育大会 決勝 未定 9:00 盛岡市立太田テニスコート

6 木

7 金

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第9日 対青山学院大学 第1試合11:00 駒大玉川キャンパス

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 千葉大学(西千葉）

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第17節 対東京経済大学 11:00 亜大日の出キャンパス

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第10日 対駒澤大学 第1試合11:00 駒大玉川キャンパス

剣道部 第64回全日本学生剣道優勝大会 個人戦・団体戦 未定 9:00～ エディオンアリーナ大阪

バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 千葉大学(西千葉）

10 月 バスケットボール部 第92回バスケットボールリーグ戦(4部） 2次ステージ 未定 未定 千葉大学(西千葉）

11 火 硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第6週　1回戦 対東洋大 10:30 神宮球場

硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第6週　2回戦 対東洋大 13:00 神宮球場

硬式庭球部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 1回戦 未定 9:00 有明テニスの森 1部リーグ1位/2位の場合

アジア女子ローンテニス部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 1回戦 未定 9:00 有明テニスの森 1部リーグ1位/2位の場合

硬式庭球部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 2回戦 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 2回戦 未定 9:00 有明テニスの森

1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

8 土

9 日

12 水

13 木



＜10月＞

日付 曜日 部  名 大  会  名 ～回戦 対戦相手 時  間 場所(会場） 備考

硬式庭球部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 準々決勝 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 準々決勝 未定 9:00 有明テニスの森

陸上競技部 第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 予選 40校出場 9:35 陸上自衛隊駐屯地～昭和記念公園 日大、神大、城西大、明大、他36校

バレーボール部 秋季関東大学バレーボール男子2部リーグ戦 第11日 対国際武道大学 第1試合11:00 亜細亜大学

硬式庭球部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 準決勝 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 準決勝 未定 9:00 有明テニスの森

サッカー部 東京都大学サッカーリーグ戦(1部） 第18節 対大東文化大学 11:00 亜大日の出キャンパス

硬式庭球部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 決勝 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本大学対抗テニス王座決定試合 決勝 未定 9:00 有明テニスの森

17 月

18 火

19 水

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 予選 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 予選 未定 9:00 有明テニスの森

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 予選 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 予選 未定 9:00 有明テニスの森

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 予選・本戦 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 予選・本戦 未定 9:00 有明テニスの森

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

24 月 硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第8週　1回戦 対國學院大學 12:00 神宮球場

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

硬式野球部 東都大学野球秋季リーグ戦 第8週　2回戦 対國學院大學 12:00 神宮球場

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

14 金

15 土

16 日

20 木

21 金

22 土

23 日

25 火

26 水



＜10月＞

日付 曜日 部  名 大  会  名 ～回戦 対戦相手 時 間 場所(会場） 備考

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 10:00 有明テニスの森

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会 本戦 未定 9:00 有明テニスの森

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会 本戦　準決勝 未定 10:00 有明テニスの森

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会
本戦　シングル

ス準決勝
未定 9:00 有明テニスの森 混合ダブルス決勝

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会
本戦　シングル

ス決勝
未定 10:00 有明テニスの森 混合ダブルス決勝

硬式庭球部 全日本テニス選手権大会
本戦　シングル

ス決勝
未定 9:00 有明テニスの森 ダブルス決勝

アジア女子ローンテニス部 全日本テニス選手権大会
本戦　ダブルス

決勝
未定 10:00 有明テニスの森

空手道部 関東学生会定期リーグ戦 未定 未定 未定

アメリカンフットボール部 関東アメリカンフットボール秋季リーグ戦 3回戦 対工学院大学 13:45 東京理科大学（野田）

31 月

※各試合の勝敗につきましては、学生生活課及び各団体の顧問にお問合せください。

27 木

28 金

29 土

30 日


