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〜木々が秋の彩りへと移り変わる頃、街は「花巻囃子」の華やかな音色に包まれる。豪華絢爛
の風流山車、古き伝統を今に伝える神楽や鹿踊り、郷土の芸能が一同に咲きそろう。みちのく
花巻は、最も熱く華麗な季節を迎える〜
恒例の花巻まつりは、9月12日か

露、そこには大勢の市民が見学に

ら3日間、本学は三台の神輿を繰り

押し寄せて黒山の人だかりで大い

出し、その数117団体144台の神

に盛り上がった。本学の三台の神

…

輿が参加して華々しく開催された。

輿は、毎年のように一般の部のトリ

締め！

台風の影響で3日間の天候が心配

を努めている

されたが、その心配も富士大生の若

が、終わったあと

さと熱気とで吹き飛ばし、降り始め

の街の人々の声

た雨もメインとなるパレード前には

は、
「 富士大の学

上がってしまうほど。その路上では

生 さ ん は、元 気

気勢をあげるためにソフトボール部

があっていいね

が中心となり、パフォーマンスを披

え！」
「 富士大 の
平成15年度富士大学父母懇

●交流会報告●

父母懇談会

中国内モンゴル 自治
区からの留学生2人に
対し学長表彰

お陰で、みんなが元気になれるよ！」
「富士大の神輿が一番だべ！」だと
今年もまつりは大成功で三本
（学生課）

な説明が行われました。その後、

談会が9月2日から9月20日ま

開催地区で活躍している本学の

での間で本学会場を含め、東北

卒業生を招き、学生時代を振り返

関東合わせ6地区で開催されま

りながら社会人としての苦労話し

した。父母懇談会は、家庭と大学

などをしていただきました。

8月20日、拾った財布を警察に届け、無事に持
ち主に返した事に対し留学生2年の張維青（チョ
ウ・イセイ）さんと、1年の浩斯宝音（ホスボイン）
さんに対し、学長表彰を贈った。
張さんら2人は7月27日午前10時半ごろ、花
巻市内を自転車で走っていた際に現金2万5千円
が入った財布を発見。周囲に落とした人がいない
かどうか捜した後、直ちに花巻警察署に届け、一切
の謝礼を固辞して立ち去ったという。
花巻警察署では、無くした財布が見つかることの
少ない現代で、若い二人のさわやかな行動に応対
した署員一同が感動したという。
数日後、本学の職員が立ち寄った際に、事のい
きさつを説明され、学長に伝えた。
本来は学業や課外活動で優れた成績を収めた
学生を対象とするが学長表彰を2人に贈ることに
した。
「拾った物を届けるということは以前では当然だ
った風潮が薄れている今、二人は本学の名誉を高
めてくれた」と小山田学長から二人を称えた。
張さんと浩斯宝音さんは「落とした人が困ってい
と思い、早く届けたいとの一心だった。表彰され
て感激している」と笑顔で喜んでいた。

今回発表された各ゼミのテーマの一部を紹介すると
●教養演習

「代表する球技スポーツの由来」他

懇談会は、主催者の開会挨拶

父母の皆さんと教職員との交流

第四分科会（情報科学系列Ⅰ）

「イラクの子供たちに関するインターネット調査」他

に続き、小山田学長が大学の近

ができ盛会のうちに終了すること

第五分科会（情報科学系列Ⅱ）

「高度情報化社会の現状と課題｜ハイテク犯罪と教育｜」他

況報告を含めた挨拶を述べ、続

ができました。

●専門演習（経済学系）

「明治・大正期の福祉制度前史」他

●専門演習（経営法学系）

「資本金1円の株式会社について」他

関係各位のご協力に感謝申し
上げます。

日本福祉工学会
東北支部総会・研究会
本学で開催

就任に当たって小山田学長は、

日本福祉工学会は福祉部門と工学

問としての学会を運営していくの

部門を統一し、
これからの福祉社会

ではなく実践的な学会にしたい｣と

の様々なニーズに応えていくため、

抱負を語った。
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ナ

供に、実際にペアを組み2分間の会話
を行ったりと実技を交えたセミナーと

平成15年11月8日、本学において日

子氏を講師に招き、本学544教室を会

なり、講師からの質問に真剣に答える

本福祉工学会東北支部総会・研究会が

場に女子学生の為の接客応対などの

姿勢が印象的でした。

開催され、講演並びに研究発表がなさ

マナーを学ぶ「就職準備セミナー」が

れた。多くの会員発表のほか、本学大学

開催されました。

院の院生並びに学部の学生の発表もあ

今回の受講生は、女子学生19名・男子

りよい勉強の機会になった。

学生2名の計21名。

センター入試

A日程

B日程
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（木）
締切日消印
有効

―

終わりに、講師から受講生一人一人
受講生からは、
「 女性としてや、社会
人になる上で、とても勉強になりまし

ラーニングシステム

た。」
「とても楽しくマナーについて勉

を導入し、
「 言葉遣いと話し方」や「敬

強できました。」
「このような機会が増

語の使い方」
、
「会社訪問の流れ」
「電話

えると、もっと就職への意識が高まり

の対応」
「名刺の取り扱い」等、
また、会

ます。」
「このような機会を増やして欲

議などの「席次取り」などなど、会社で

しい。」などの感想が寄せられました。
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―
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大学入試センター試験
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（土）、
１８
（日）

２/１６
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ー

に修了証書が手渡されました。

OG
から一言

岩手互助センター総務部経理課
１１/２７
（木）

ミ

日空（ANA）インストラクター北井優

A日程

A２/５
（木）
B２/６
（金）

セ

必要とする実務の知識などを学ぶと

一般入試

１/５
（月）〜
１/３０
（金）

備

平成15年11月26日（水）
・12月3

期 指定校推薦 スポーツ推薦 公募推薦 給費生試験 一般選考入試Ⅰ期 一般選考入試Ⅱ期

６/２〜１０/１７ １０/２２〜１２/８ １２/９〜３/２５

準

３/３０
（火）

主任

宮本祥子

今回の「ＯGがんばってます。」は、平成11年度卒業生の宮本祥子さんを紹介いた
します。
現在私は株式会社岩手互助センターという冠婚葬祭のお手伝いをしている会社
で経理の仕事をしています。
入社前は冠婚葬祭の仕事を裏側から見れるという好奇心と期待でいっぱいでした
が、いざ入社してみると日々変わっていく冠婚葬祭のサービスや様々なお客様にい
かにして対応し満足して頂けるかを考えていかなければならず、いかに自分の考え
が甘かったか思い知らされました。しかし、お客様から学ぶことも多く、
１つ１つ貴重
な経験をさせて頂いています。
社会に出て今思うことは、大学時代たくさんの人に出会い教えられたこと、身に付
いたものが、今の自分の糧になっているという事です。みなさんも大学での出会い
を大切にして下さい。人は人に出会うことで、自分をより知ることができ、成長でき
るのだと思います。
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第1号 青木アスリート特別奨学生認定

田中久美子さん（3年）
「アスリート賞第1号として、陸上競技部の田中久美子さん（三年）が受賞されました。
田中さんは、平成15年9月28日、埼玉県にて行われた「第1回全日本学生陸上競

E-mail kouhou@fuji-u.ac.jp

推薦入試

AOカード提出期間

職

今回は、ANA

AO入試

Ⅲ

就

日（水）の2日間に渡り、昨年と同様、全

■入試日程

１２/１９
（金）

発表会では、各分野ともに研究成果がみられ、学生、教員からは数々の質問が飛び交い、有意義な発表会

「比較文化｜日本人と中国内モンゴル人の生活と文化について」他

りの手助けができるように、単に学

１１/４
（火）

となった。

第三分科会（保健体育系列）

た。

合格発表

合同演習
発表会

熱心な懇談が行われ、懇親会では

｢福祉に関する様々な発明や物づく

試験日

科）専門演習（経営法学科）の3分野に別れ開催された。

っています。

本学の小山田了三学長が選任され

確認面談
１２/１５
（月）

平 成 1 5 年 度

「ゴミ問題とリサイクル」他

部が富士大学に置かれている。

確認面談
１０/２７
（月）

毎年恒例の合同演習発表会が平成15年11月12日（水）、教養演習（1年次5分科会）・専門演習（経済学

第二分科会（人文科学系列Ⅱ）

に千葉県木更津市の木更津工業高

試験会場

表彰式は、12月21日（日）本学で実施される。

第一分科会（人文科学系列Ⅰ）

会長に小山田了三学長が就任

期

優秀賞（銀の星賞）
島貫 春 菜 さん（山形県立山形西高等学校）
『ないしょないしょの星祭り』
小林 菜々絵 さん（北海道立根室高等学校）
『ジイチャンは僕のヒーローで』
菅野 澄 子 さん（東京都 恵泉女学園高等学校） 『月の夜』

担当者と保護者の間で膝を交え

学に置かれており、本学会の東北支

Ⅱ

『Comfotable Doll』

績、学生生活、就職等について各

術講演会が、平成15年11月29日

期

大賞（金の星賞）
山本 晴 佳 さん（栃木県 作新学院高等学校）

直接交流できる唯一の機会とな

1998年に発足、事務局は山梨大

Ⅰ

【受賞者】

として実施され、父母と教職員が

日本福祉工学会の第6回総会・学

選考区分

本学並びに地元花巻市・同教育委員会が主催する「高校生童話大賞」が今年で3回目を迎え、
平成15年6月2日（月）〜9月13日（土）を募集期間として行われた。その結果、応募数は、
1331篇という今年も北海道から沖縄まで全国各地から多数の作品が本学の実行委員会事務局
に寄せられた。今回は、応募高校数が前回を上回り、385校となった。
今回は、一人一人の作品の質や内容がレベルアップし、審査員も選抜には頭を悩ませ、「上
位作品どれが大賞に選ばれてもいい！」と言っていた。

学科別の個人面談では、学業成

就職について担当者から具体的

等専門学校で開催され、新会長に

高校生童話大賞

の連携を密接にすることを目的

いて教養教育、教務、学生生活、

日本福祉工学会

広
報

技ジュニア選手権大会」において、5000m競歩に出場し23分57秒27という記録
をマークし、見事優勝の栄冠を勝ち取りました。学校法人富士大学は、田中さんの努
力と実績を讃え、
「青木アスリート特別奨学生」に認定しました。
受賞された田中久美子さんに問いかけてみました…
◆第1回全日本学生ジュニア選手権大会において5000m競歩に優勝した時の感想
をお聞かせください…
初めて全国大会と名のつく大会での優勝でうれしかったですが、記録が納得のいく
タイムではなかったので悔しさも残りました。
◆今後の目標は…
私に残された期間はあと1年弱となってしまったので、とにかく一日一日を大事に
自分の納得のいく 歩き をすることです。
◆アスリート賞第1号として受賞された気持ちは…
ビックリです。最初監督から話を聞いた時はとにかくびっくりしました。私が陸上を
つづけられるのも両親のお陰なので感謝したいです。
これまで、全国大会へ何度も出場している田中さんですが、全国大会での優勝は初
めての事。高校から始めた競歩は、メキメキと力を付け、登りつめた富士の頂上は日
平成15年9月27−28日の埼玉県熊谷スポーツ文化公園にて

本一。今後は是非、日の丸を背負い世界に羽ばたいてほしいと思います。

campus

news

大学院公開講座

キャンパスニュース
平成15年度
第37回富士大学

紫陵祭

富士大学学園祭2003第37回紫
陵祭は「山紫水明」〜わがふるさと
〜をテーマに、天候にも恵まれて盛
大に開催された。模擬店と展示部門
の数は昨年並みとは言え、内容は高
度になり、例えば模擬店部門では留
学生が増えたこともあり二店舗に増
やして、郷土色豊かなモンゴル風
「焼き餅」や「羊肉のスープ」など、 た。こうして賑やかで楽しく過ごし
た後の閉会式では、恒例の優秀グル
学生はもちろん地元の人々の長蛇の
ープに対する成績発表があり、展示
列が出来た。また、「焼きそば」も
部門の学長賞では第三文明研究会の
数店が作っていたが、見た目や味に
工夫を凝らし変化に富んで、訪れた 「ガンジー・キングの思想」が受賞、
模擬店部門の学生部長賞では、渡邊
人々を楽しませていた。毎回目玉と
幸良専門演習Ⅱの「カレーとまぐろ
なる芸能人のステージは、今年も
漬け丼」がそれぞれ受賞し、プレゼ
FM岩手が協賛となり、1日目が「う
たいびと はね」のスペシャルライブ、 ンターの高橋薫教授から賞状と記念
品が贈られた。こうして、今年も紫
2日目が「0930オクサマ」のトー
陵祭は大成功に終わった。
（学生課）
ク＆ライブで満員の観客を楽しませ

〈開設記念交流同時開催〉
〜地域への貢献をめざして〜

●学会・シンポジウム●

学会発表

FUJI UNIV. SPORTS CLUB
富士大スポーツ／大会結果報告

本学を会場に次の研究学会が開催された。

硬式野球部

平成15年9月27日（土）
大学院の開設を記念して、
花巻市内と北上市内の２会場で
「大学院公開講座」
を開催した。

初回 花巻会場

第57回東北経済学会
本学5号館の教室を会場に、
東北、
北海道、
関東、北陸の経済学研究者約60名余が参加

〈ホテルグランシェール花巻：10月8日（水）午後5時30分〜〉
テーマ「グローバリゼーションとローカリゼーション−世界、日本、地域経済の
現状と見通し−」
講師；本学大学院 斉藤国雄教授【元IMF（国際通貨基金）アジア太平洋地
域事務所長】
「日本経済は、構造調整のプラスの成果が期待されるものの成長率は低い
ものとならざるを得ない。」とし、今後の政策対応は、
「グローバライゼーション
の流れにうまく乗ることが重要で、為替政策、財政金融政策が重要な役割を果
たす。」とした。

し、研究発表が行われた。

〈北上ワシントンホテルアネックス：11月5日（水）午後6時から〉
テーマ「不況下の経済政策―ケインズから学ぶもの―」
講師、本学大学院研究科長 美濃口武雄教授（一橋大学名誉教授）
1930年代のイギリスの経済状況と現在日本経済状況の類似点を示しなが
らそのときとられたケインズ経済政策の的確さをその文献から示し現不況下
での経済政策のあり方を示唆した。
どちらの会場においても、200人あまりの聴講者があり、公演に引き続き催
された交流会では、両市とも商工界関係者との交流がなされた。 地域への貢
献をめざす 富士大学への期待の大きさがうかがわれた。

東北学生バスケットボール １部一次リーグ

第１１回 東北学生駅伝対抗選手権大会

第３回 赤坂杯

平成１５年８月２９日〜３１日（青森県三沢高校 他）

平成１５年９月１３日、
１４日

平成１５年９月２３日（山形県白鷹町スポーツ公園及び指定コース）

平成１５年１０月３日〜５日（江刺市中央体育館）

富士大学 ８−１ 青森大学
富士大学 １５−３ 青森大学
富士大学 ２−１ 秋田経法大学
富士大学 ７−４ 秋田経法大学
富士大学 ２−３ 岩手大学
富士大学 ３−０ 岩手大学

佐藤照美・菊池千亜紀・山本江利子・神原ひとみが岩手県
選抜に選出
決勝 岩手県選抜 ０−０ 山形県選抜（PS ４−３で勝利）

1回戦
２回戦

富士大学 １−９ 八戸大学
富士大学 ０−０ 八戸大学
富士大学 ４−２ 八戸工業大学
富士大学 １２−６ 八戸工業大学

富士大学 １１−１ 秋田大学
富士大学 ２−１１ 青森中央大学

第３回 岩手県アマチュア野球王座決定戦
平成１５年１０月１５日（岩手県営球場）

時30分から午後5時までの長時間に渡り、

1回戦 富士大学 １０−３ 赤碕野球クラブ
決 勝 富士大学 ８−０ JA岩手

それぞれ6から7テーマ、合計20テーマも

優勝

準硬式野球部

本学からは、2人の発表者のほか、多くの

図書館所蔵の「マルクス／エンゲルス貴重
書デジタル版」の特別展示も行われた。

シンポジウム

東北地区大学準硬式野球秋季リーグ戦
平成１５年９月２１日〜１０月１２日（県営宮城球場、学院大笠神球場）

第1戦
第２戦
第３戦
第４戦
第４戦

静岡国体出場決定

富士大学
富士大学
富士大学
富士大学
富士大学

７−４ 福島大学
６−１ 東北薬科大学
７−４ 東北大学
３−５ 東北学院大学
４−９ 仙台大学

民

セ

ミ

ナ

いわて5大学学長会議
シンポジウムの開催

ー

平成12年度に発足した、いわて5大学学

第20回目を迎えた富士大学花巻市民セミナー
昭和60年（1985年）2月に始ま
った「富士大学花巻市民セミナー 」
（主催：富士大学附属地域経済文化研
究所／花巻市教育委員会）が、今年で
第20回目を迎えた。本学5号館階段
教室を会場に9月17日（水）から始
まった同セミナーに集ったのは、地元
花巻市をはじめ周辺地域 の市民約
40名。20代から70代までの「一日
富士大生」たちが、午後7時から8時
半までの1時間半、計６回の講義を熱
心に受講した。今回、第20回目を迎
えた花巻市民セミナーだが、
この18
年間の総講義数は96講義、総受講者

長会議の重要なイベントとなるシンポジウム

数は約4000人。これからも「生涯
学習の時代に地域に開かれた大学
へ」と地域の期待も大きい。
また北上市では10月29日（水）
から、今年で第18回目を迎える「富
士大学北上市民セミナー」
（主催：富
士大学附属地域経済文化研究所／
北上市教育委員会）が開講し、毎週
水曜日午後6時30分からの2時間、
会場の北上市生涯学習センターで延
べ約120名の市民の方々が、一日大
学生として4回の講義に熱心に耳を
傾けた。

東北学生バスケットボール １部二次リーグ

佐藤照美・菊池千亜紀・山本江利子・神原ひとみが岩手県
選抜に選出
３位決定戦 岩手県選抜 １−３ 広島県選抜

平成１５年１０月１７日〜１９日（能代アリス）

4位入賞 岩手県選抜

第3位 インカレ出場決定

《男子》富士大学 ５−１ 新潟大学
《女子》富士大学 ７−１ 新潟大学

テーマは『グローバリーゼーションの時代
の地域振興−グローカル時代における岩手

花巻市（富士大学） ９−２ 北上市
花巻市（富士大学） ６−２ 久慈市
花巻市（富士大学）１０−０ 盛岡市

優勝 花巻市（富士大学）

からの発信−』として、岩手県地域振興部次

国際交流

柔道部

道着60着寄贈

平成15年9月中旬、県青年海外協力隊を育てる会の国際協力ドミニカ共

長の法貴敬氏の「グローバル社会と地方の

第１８回 東日本大学ソフトボール選手権大会

時代」という岩手県の現状報告を基調に、岩

平成１５年８月８日〜１１日（茨城県真壁町）

手大、県立大、岩手医大、富士大、盛岡大の
再生の新技術開発など「岩手スタンダード」

富士大学 ２−１ 日本女子体育大学
富士大学 ３８−０ 千葉大学
富士大学 ２−１ 東京女子体育大学
富士大学 ０−１ 東北福祉大学

の発信や岩手畜産学、そして「ネットワーク

第3位

代表者から、
ごみの不法投棄問題として環境

和国スタディーツアーが開催され、本学から柔道部男子監督と池田晋平（4

医療」と「産業振興」ならびに「地域振興と

年）主将の二人が参加した。
ドミニカ共和国のサントドミンゴ自治大柔道部と

文化財保護」の発表が行われた。さらに発

東北地区大学ソフトボール秋季トーナメント大会

姉妹協定を結んだ。そして、柔道着など用具も少ない環境でけいこに励む学

表者ともにパネル討論も行われ、会場から

平成１５年１０月１８日、
１９日（宮城県角田市並松グランド）

生に柔道着60着を寄贈し、交流をスタートさせた。

は、大迫町からみえた方の医療に関する質

富士大学 ７−０ 盛岡大学（７回コールド）
富士大学 １−２ 東北福祉大学

池田主将は、
「 普段どういう練習をし
ているのかなど、いろいろな質問を受
けた。柔道を心から好きという気持ち
が伝わってきた」と振り返っていたよう
だ。今後も両部は支流を続ける。伊藤
監督は「将来は留学生の受け入れも考
えたい。部員には相互の支流を通して
国際的な視野を広げてほしい」と期待
していた。

問意見も述べられた。

岩手県総合女子ソフトボール大会
平成１５年１０月１８日、
１９日（石鳥谷ふれあい運動公園）

富士大学 ７−０ ゼウスクラブ（７回コールド）
富士大学 １−０ 千厩高校
富士大学 ７−１ 一関一高

優勝
大会2連覇達成

準優勝
優 勝

平成１５年１１月１日、
２日（岩手県営陸上競技場）

3000障害走
走高跳
3 段跳
砲丸投

男子第５２回 女子第２５回
全日本学生ホッケー選手権大会

原田
高橋
山蔭
佐藤

健児
冬樹
洋佑
宏一

9'49"70
1m94
13m34
12m70

準優勝
優 勝
第3位
準優勝

平成１５年１１月２日〜６日（奈良県親里ホッケー場 他）

《男子》1回戦
２回戦
《女子》1回戦

富士大学 ３−２ 東京農大オホーツク校
富士大学 ３−５ 早稲田大学
富士大学 ０−２０天理大学

男子ベスト16

《男子》 富士大学 ７４−８１ 弘前大学

平成１５年１０月４日、
５日（陸前高田市民体育館、市立広田中学校体育館）

《男子》 富士大学 ８５−１２３ 盛岡クラブ
《女子》 大会2連覇達成

岩手県社会人リーグ戦
平成１５年９月１５日、
２１日（花巻市総合体育館）

富士大学 １９−１４ MHC
《二部・三部入替戦》
富士大学 ３２−１２ 盛附クラブ

柔道部
平成１５年度 東北学生柔道体重別大会
平成１５年８月３１日（岩手県武道館）

《男子》

60kg級
66kg級
73kg級
81kg級
100kg級
100kg超級
《女子》 48kg級

藤 村
吉 田
池 田
松 田
金 山
野辺地
佐 藤

靖
樹史
晋平
裕樹
学
宇大
瑞穂

優勝
2連覇達成
準優勝
第3位
第3位
優勝

全日本学生 男子第２２回・女子第１９回
柔道体重別選手権大会
平成１５年１０月４日、
５日（日本武道館）

《男子》
66kg級 ２回戦
吉田樹史（富士大学）送襟絞○ 篠崎 悠（筑波大学）
73kg級 ２回戦
池田晋平（富士大学）合技○ 稲澤真人（天理大学）
81kg級 ２回戦
松田裕樹（富士大学）○腕ひしぎ十字固 梅本大祐（金沢学院大学）
３回戦
松田裕樹（富士大学）合技○ 浦瀬泰司（京都産業大学）

ベスト16
《女子》
48kg級 ２回戦
佐藤瑞穂（富士大学）合技○ 宝真由美（帝京大学）

社会人リーグ 二部に昇格

第４８回 東北学生ハンドボール秋季リーグ戦
平成１５年１０月１日〜４日（秋田県湯沢市総合体育館 他）

《男子二部リーグ》
富士大学 ３２−１８ 東北大学 富士大学 ２８−２０ 山形大学
富士大学 ２０−２１ 弘前大学 富士大学 ２５−１０ 宮城教育大学
富士大学 ３１−１２ 青森公立大学

二部リーグ 準優勝

平成１５年度 岩手県南ハンドボール選手権秋季大会
平成１５年１０月１１日、
１２日（花巻総合体育館）

富士大学 ４６−１１ いわいクラブ
富士大学 ３５−１０ 金ヶ崎クラブ
富士大学 ２６−２０ 花巻クラブ

《男子》予選リーグ
富士大学 ４−２ 東北大学 富士大学 ３−１ 福島大学
決勝トーナメント
準決勝 富士大学 ２−４ 東北学院大学
《女子》予選リーグ
富士大学 ０−１ 青森大学 富士大学 ３−０ 岩手大学
富士大学 ０−２ 仙台大学 富士大学 ４−０ 東北薬科大学

第５１回 全日本学生剣道優勝大会
平成１５年１０月１２日（日本武道館）

富士大学 ２−５ 駒澤大学

東北シニアボクシングトーナメント大会

第７９回 日本学生選手権水泳競技大会
平成１５年９月５日〜７日（東京辰巳国際水泳場）

小原 芽衣子
100m背泳 予選 1'11"36 予選落ち
200ｍ背泳 予選 2'34"31 予選落ち

第７０回 全日本学生卓球選手権大会兼
平成１５年度東北学生秋季リーグ戦
平成１５年８月１９日〜２２日（宮城県スポーツセンター）

《男子秋リーグ戦》
富士大学 ４−１ 東北学院大学 富士大学 ４−１ 仙台大学
富士大学 ３−４ 東北福祉大学 富士大学 ２−４ 青森大学
富士大学 ４−０ 八戸工業大学

3勝2敗 第3位

3勝2敗 第3位

サッカー部

平成１５年度岩手県卓球選手権大会

第１０回 クラブチームサッカー選手権大会 東北大会

平成１５年９月２７日、
２８日（花巻市民体育館）

平成１５年９月２０日〜２２日（福島県福島市あづま運動公園）

混合ダブルス
南 克幸・鈴木祥恵 組
女子ダブルス
鈴木祥恵・吉田瑞江 組
男子シングルス 南 克幸 長谷川文康

準決勝 富士大学 ４−２ 秋商クラブ
決 勝 富士大学 ３−１ 山王SC

優 勝

優 勝
優 勝
第3位

東北地区大学サッカー １部リーグ戦
平成１５年９月１４日〜１０月２５日（あづま補助陸上競技場・花巻スポーツキ
ャンプむら・松島総合運動公園・盛岡南球技場））

第１節
第２節
第３節
第４節
第５節
第６節
第７節

富士大学 ２−３ 福島大学
富士大学 ２−２ 日本大学工学部
富士大学 １−１ 仙台大学
富士大学 ０−０ 東北学院大学
富士大学 １−０ 八戸大学
富士大学 ５−０ 東北大学
富士大学 １−１ 岩手大学

第３１回 会長杯争奪卓球選手権大会
平成１５年１０月１８日、
１９日（東北大学工学部青葉山体育館）

第3位

平成１５年９月２７日〜１０月２６日（水沢市ふれあいの丘公園）

ボクシング部

2部女子 小原 芽衣子
100m背泳 予選 1'11"02 決勝 1'11"94
200ｍ背泳 予選 2'33"16 決勝 2'34"63

《女子秋リーグ戦》
富士大学 ４−０ 山形短期大学 富士大学 ４−１ いわき短期大学
富士大学 ３−４ 東北学院大学 富士大学 ４−０ 弘前大学
富士大学 ０−４ 東北福祉大学

第３９回 岩手県社会人サッカー大会

優勝

平成１５年８月１日〜３日（東京辰巳国際水泳場）

卓球部

第５１回 東北学生剣道優勝大会
平成１５年９月１４日（宮城県スポーツセンター）

第５８回 岩手県男女総合バスケットボール
選手権大会

水泳同好会

剣道部

２部トーナメント戦
準優勝

ソフトボール部
平成１５年７月１９日、
２０日（石鳥谷ふれあい運動公園）

16'59"97
41m89

77kg階級 森 裕樹
スナッチ９２.５kg C&J１１０kgトータル２０２.５kg 優 勝
85kg階級 佐々木 和友
スナッチ１０７.５kg C&J１４０kgトータル２４７.５kg 準優勝
85kg階級 伊藤 幸喜
スナッチ９５kg
第3位
＋105kg階級 佐藤 優亮
スナッチ１００kg C&J１３２.５kgトータル２３２.５kg 優 勝

第７６回 関東学生選手権水泳競技大会

平成１５年１０月１１日、
１２日（宮城県女川町町民陸上競技場）

平成１５年度秋季陸上競技大会

ハンドボール部

の開催であり、周辺地域の方々に呼びかた

4位入賞
4位入賞
優
勝

第３２回 東北学生陸上競技選手権大会
女子5000m 根城 早織
女子やり投げ 安藤 智美

準優勝

岩手県民体育大会

800ｍ
根城 早 織 2'15"33
1500ｍ
根城 早 織 4'31"79
5000ｍ競歩 田中 久美子 23'57"27

平成１５年９月５日（岩手町総合ホッケー場）

準決勝 富士大学 ６−１３ 東北学院大学（７回コールド）

学での開催は、
５大学中、唯一の県南地区で
ところ200名あまりの聴講者が集まった。

《女子》富士大学 ７９−９０ 東北学院大学
富士大学 ６５−８５ 仙台大学
富士大学 ６５−５８ 福島大学

男子第５２回 女子第２５回
全日本学生ホッケー選手権大会 東北・北信越予選

平成１５年１０月１７日〜１９日（笠神球場）

持ち回りにより、本年度当番校となった本

3時間47分27秒 第3位

平成１５年９月２７日、
２８日（埼玉県熊谷スポーツ文化公園）

平成１５年１０月２６日〜３０日（静岡県清水町総合グランド）

東北地区大学準硬式野球秋季トーナメント大会

が本学681教室を会場に開催された。

富士大学
《沼沢・浅利・佐藤（瑞）
・佐藤（太）
・斎藤・佐藤（利）
・古川・小林》

第１回 日本学生ジュニア陸上競技選手権大会

一次リーグ突破

国民体育大会本戦

3勝2敗 第4位

市

《女子》富士大学 ６５−８２ 仙台大学
富士大学 ７９−９９ 東北学院大学
富士大学 ６４−５８ 福島大学
富士大学 ８５−３４ 岩手大学

男女共に全日本インカレ出場決定

の研究発表が行われた。

また、ゼミ20番教室では、東北大学附属

ウェイトリフティング同好会

第３０回 東北総合体育大会 国体予選

平成１５年１０月１７日〜２０日（秋田県大館市大館樹海ドーム）

先生方が、
テーマ毎の座長などを務めた。

陸上競技部

平成１５年８月２２日〜９月２２日（花巻球場、長根球場、弁天球場 他）

２００３年 大館トーナメント大会

第1から第3分科会会場に分かれ、午前9

バスケットボール部

秋季リーグ戦

7勝2敗1分 準優勝

2回目 北上会場

グランドホッケー部

準決勝 富士大学 １−０ 磐井FC
決 勝 富士大学 ３−１ 大船渡三陸FC

優勝

平成１５年１１月８日、
９日（水沢総合体育館）

バンタム級
準決勝 坂本隆記（富士大学）○判定勝 新田宏樹（秋田経法大学）
決 勝 坂本隆記（富士大学）○不戦勝

第１０回 クラブチームサッカー選手権大会
全国決勝大会

大会2連覇達成

２回戦 富士大学 ０−１ 六浦フットボールクラブ

平成１５年１１月１日（茨城県鹿嶋市運動公園）

《男子団体戦》
3回戦 富士大学A ０−３ 青森大学A
ベスト8
《女子団体戦》
準決勝 富士大学 ２−３ 東北福祉大学
第3位
《女子シングルス》
決勝 鈴木祥恵（富士大学）２−３玉木（東北福祉大学）

準優勝

第７０回 全日本学生卓球選手権大会
平成１５年１０月２日〜５日（尼崎総合体育館）

《男子シングルス》
1回戦 長谷川文康（富士大学）３−１ 八木澤（駒澤大学）
稲葉
徹（富士大学）２−３ 井坂（同志社大学）
2回戦 長谷川文康（富士大学）０−３ 氾（中京学院大学）

