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試合観戦で「応援タオル」をGETしよう!!

立命 館ス ポーツを応 援しよう

試合観戦で「応援タオル」をGETしよう!!
裏面に記載されている試合の応援に参加すると、１試合につき、１スタンプを押します。

スタンプ３つでオリジナル「応援タオル」をプレゼント!
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試合会場に行き、試合の
様子を写真で撮影しよう!

STEP 1
撮影した写真を
スポーツ強化オフィス窓口に提示!

STEP 2
スタンプ３つでオリジナル
「応援タオル」をプレゼント☆

STEP 3



2013年度秋季、各クラブの試合日程が決まりました。立命館大学の体育会公認クラブは多くのチームや選手が全国、世界を舞台に活躍して
います。スポーツ強化センターでは秋季応援キャンペーンとして、遠方での試合への応援バス運行や無料チケットの配布などさまざまな取り
組みを実施します。この機会に是非スタジアム、球場、アリーナで立命館スポーツを応援しましょう!

立命 館ス ポーツを応 援しよう

マークの試合は順調に勝ち進み、本学が出場する事が決定した場合に運行します。

※上記試合日程は変更の可能性があります。詳細は各大会主催団体の公式HPをご確認ください。

試合観戦でタオルを GETしよう! 詳細は表面をご覧ください。

Let's check "　　 マーク"!
"バスマーク"の試合は応援バスを運行します。詳しくはスポーツ強化オフィスへお問い合わせください。

Let's check "　　 マーク"!
"チケットマーク"の試合は無料観戦チケットを用意します。詳しくはスポーツ強化オフィスへお問い合わせください。

キャンペーン1

キャンペーン2

キャンペーン3

  立命館大学 学生部 スポーツ強化オフィス
【衣笠】研心館2F TEL：075-465-7863
【BKC】セントラルアーク1F TEL：077-561-3977

［立命館大学学生 イベント・スポーツ情報サイト］

※いずれのキャンペーンも立命館大学・学部生が対象です。
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クラブ名 日　程 試合
時間 大会名 対戦相手 場　所

アメリカン
フットボール部

10月13日（日） 16:00

関西学生リーグDiv1

近畿大学 EXPO FLASH FIELD

10月26日（土） 15:00 関西大学
西京極陸上競技場
兼球技場

11月8日（金） 18:40 京都大学

11月
24日（日） 14:00 関西学院大学 長居陸上競技場

12月15日（日） ‒ 甲子園ボウル ‒ 阪神甲子園球場

2014年
1月3日（金） ‒ ライスボウル ‒ 東京ドーム

硬式野球部

10月12日（土） 13:00

関西学生秋季リーグ

関西学院大学
皇子山球場

10月13日（日） 10:30 関西学院大学

10月
19日（土） 12:00 同志社大学

わかさスタジアム
京都10月

20日（日） 12:00 同志社大学

11月中旬 ‒ 明治神宮野球大会 ‒ 明治神宮野球場

ラグビー部

10月13日（日） 12:00

関西大学Aリーグ

大阪体育大学 近鉄花園Ⅰ
10月20日（日） 12:00 関西大学 宝ヶ池球技場
10月27日（日） 14:00 京都産業大学

鶴見緑地
11月9日（土） 14:00 関西学院大学

11月16日（土） 14:00 近畿大学 西京極陸上競技場
兼球技場

11月30日（土） 14:00 天理大学 近鉄花園Ⅰ

12月予定 ‒ 全国大学ラグビー
選手権大会 ‒ 国立競技場他

ホッケー部
（男子）

11月16日（土） 未定 日本リーグプレーオフ準決勝
未定 岐阜県

グリーンスタジアム11月17日（日） 未定 日本リーグプレーオフ決勝
10月12日（土） 9:30

関西学生秋季リーグ
朝日大学 立命館大学柊野ホッケー場

11月2日（土） 未定
順位決定戦 天理大学親里

ホッケー場11月3日（日） 未定

10月18日（金）～
10月23日（水） ‒ 第62回全日本学生

ホッケー選手権大会 ‒ 駿河台大学
ホッケー場　他

ホッケー部
（女子）

10月12日（土） 11:10
関西学生秋季リーグ

中京大学
立命館大学柊野
ホッケー場11月2日（土） 未定

順位決定戦
11月3日（日） 未定

10月18日（金）～
10月23日（水） ‒ 第35回女子全日本学生

ホッケー選手権大会 ‒ 駿河台大学
ホッケー場　他

柔道部 11月2日（土）～ 11月3日（日） 全日本学生柔道
体重別団体大会 ‒ ベイコム総合体育館

準硬式野球部
10月2日（水） 9:00

関西六大学秋季リーグ 同志社大学 わかさスタジアム
京都10月3日（木） 14:00

相撲部 10月27日（日） ‒ 全日本女子相撲
選手権大会 ‒ 姫路市網干南公園

相撲場

男子ソフト
ボール部

10月5日（土） 13:30

秋季関西学生リーグ

京都産業大学

万博記念公園
10月13日（日） 10:10 関西大学
10月19日（土） 11:50 同志社大学
10月26日（土） 10:10 四天王寺大学
10月26日（土） 8:30 神戸学院大学

クラブ名 日　程 試合
時間 大会名 対戦相手 場　所

サッカー部
（男子）

10月5日（土） 14:00

関西学生リーグ後期

大阪体育大学 太陽が丘陸上競技場
10月14日（月） 11:30 桃山学院大学 新庄第1健民運動場
10月19日（土） 14:00 阪南大学 太陽が丘陸上競技場

10月27日（日） 11:30 関西大学 高槻市立萩谷
総合公園サッカー場

11月2日（土） 11:30 関西国際大学 キンチョウスタジアム

11月10日（日） 14:00 大阪産業大学 J-GREEN堺
メインフィールド

11月17日（日） 14:00 大阪学院大学 高槻市立萩谷
総合公園サッカー場

11月24日（日） 14:00 神戸国際大学 J-GREEN堺
S5フィールド

11月30日（土） 14:00 京都産業大学 太陽が丘陸上競技場

12月予定 ‒ 全日本大学
サッカー選手権大会 ‒ 国立競技場他

女子陸上
競技部

10月27日（日） 12:10 第31回全日本大学
女子駅伝 ‒ 仙台

12月23日（月） 9:15 全日本大学女子
選抜駅伝 ‒ 静岡県冨士市

男子陸上
競技部

11月3日（日） 8:05 第45回全日本大学駅伝 ‒ 熱田神宮～伊勢神宮
11月24日（日） 8:25 関西学生対校駅伝競走大会 ‒ 丹後半島
12月1日（日） 未定 京都学生対校駅伝競走 ‒ 京都洛北コース

女子ソフト
ボール部

10月5日（土） 10:30

秋季関西学生リーグ

天理大学
園田学園女子大学10月6日（日） 12:30 大阪大谷大学

10月12日（土） 8:30 神戸親和女子大学
10月13日（日） 14:30 武庫川女子大学 武庫川女子大学

男子バスケット
ボール部

10月12日（土） 11:00

関西学生リーグ戦

大阪体育大学 立命館大学BKCジム
10月13日（日） 10:00 流通科学大学 近畿大学記念会館
10月19日（土） 12:40 関西学院大学

向日市民体育館
10月20日（日） 11:00 大阪産業大学

女子バスケット
ボール部

10月13日（日） 17:10
関西女子学生リーグ戦

大阪体育大学 和歌山ビッグウェーブ
10月20日（日） 15:00 奈良産業大学 なみはやドーム

バドミントン部 10月18日（金）～
10月24日（木） ‒ 全日本学生バドミントン

選手権大会 ‒ 千葉ポートアリーナ
他

バレーボール部
10月5日（土） 14:00

関西大学秋季リーグ
近畿大学

近畿大学
10月6日（日） 10:00 大阪産業大学

ハンドボール部
（男子）

10月5日（土） 15:30
関西学生秋季リーグ戦

大阪大学 京都大学
10月14日（月） 10:00 神戸大学 大阪教育大学

ハンドボール部
（女子）

10月14日（月） 11:25
関西学生秋季リーグ戦

大阪教育大学 大阪教育大学
10月20日（日） 14:15 大阪体育大学

桃山学院大学体育館
10月27日（日） 11:25 同志社大学

ヨット部 10月31日（木） ‒ 第78回全日本学生
選手権大会 ‒ 新西宮

ヨットハーバー

ラクロス部
（男子）

10月13日（日） 10:00

第24回関西学生
ラクロスリーグ戦

神戸大学 京都大学農学部グラウンド
10月27日（日） 10:00 京都産業大学 立命館大学BKC第3グラウンド
11月2日（土）

未定
準決勝 長居第２陸上競技場

11月9日（土） 決勝 宝ヶ池球技場

ラクロス部
（女子）

10月6日（日） 10:30

第24回関西学生
ラクロスリーグ戦

大阪国際大学 立命館大学
BKC第1グラウンド10月13日（日） 12:10 関西学院大学

11月2日（土）
未定

準決勝 長居第２陸上競技場
11月9日（土） 決勝 宝ヶ池球技場
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