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全国 総合体育大会（ 七大戦）とは

全国七大学総合体育大会とは、
「七大戦」とも呼ばれ、北海道大学・東北大学・東京大学・名

第 61 回全国七大学総合体育大会構想
M issio n & V isio n o f th e 61 st n a n a d a isen
M issio n : 大会スローガン

古屋大学・京都大学・大阪大学・九州大学の七大学が、43 の競技種目それぞれで順位を競い、

それを得点化して総合優勝を争うものである。参加者はおよそ 7,000 人を数え、運営費は約

3,000 万円を計上するという大会規模に対し、学生による高度な自主運営が 60 年もの長きに

亘ってなされてきたという点で、他のスポーツ大会とは一線を画す。大会期間中の七大学各校
は並々ならぬ熱気に包まれ、学問の修養とスポーツの鍛錬の両立を目指す七大学アスリートの
最後の青春を飾る舞台として、全学を挙げて応援されてきた。

大会開催地は 7 年に一度の持ち回りとなっており、61 回目をむかえる今年は東北大学が主管を

総合大会復活

我々には、2 年連続で中止となった総合体育大会を復活させ、混沌とした世の中に光明をもた

らし、活躍の場を失い孤独と不安の中にある七大学アスリートたちに希望を与え、七大戦を愛
するすべての人の負託に応える使命がある。

V isio n : 大会コンセプト

務める。全国各地から集結した七大学アスリートたちが繰り広げる熱戦に注目である。

七大 戦の歴史

ニューノーマル大会

総合大会復活とは、単に旧来の大会運営を再現することではない。ニューノーマル大会とは、

七大戦の起源は「柔道競技」である。
「柔道」は独自に「七大戦」の前身となる「高専柔道大会」を

七大学の持ち回りで開催していた。柔道競技に端を発し、他の運動部も七大学間で競技大会を

大会創設以来受け継がれてきた普遍の価値を継承しつつ、新しい時代に向かって運営の在り方
を刷新することにより、七大戦が以前にも増して発展を遂げる起点となるということである。

第 61 回大会 5 つの方針

開催するようになった。このような中、北海道大学体育会委員長が全国行脚し、七大学の運動
部をとりまとめ、1962 年（昭和 37 年）第 1 回七大戦が、
「国立七大学総合体育大会」として北海道

大学の主管で開催された。当初は 20 競技のみの開催であった。

七大戦は途中、学園紛争の時代や新型コロナウイルス感染症の流行により存続の危機を迎え

たこともあったが、様々な逆境を乗り越え、60 年を超える歴史の中で自校の伝統と誇りをかけ、
七大学は競い合っている。
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七大 戦の 5 つの理念

1. 真のアマチュアリズムの追求

1. 公明正大

2. 安心安全
3. 寄与貢献

七大戦は左の 5 つの大会理念に基づき開催

2. 競技レベルの向上

される。大学スポーツというプロフェッショ

4. 感謝報恩

4. 学生による自主運営

選手たちが何を想いプレーするのか、そこが
最大の見どころである。

5. 不易流行

3. 他大学との親睦を図る
5. 運営費の削減

ナルとは違った一種のスポーツ形態の中で、

第 61 回大会は、大会諸規程と社会的良識に則り、公明正大な大会運営に努める。
第 61 回大会は、昨今の社会情勢に鑑み、すべての参加者が安心して大会に臨

めるよう感染症対策に万全を期し、各競技種目が安全に実施されるよう環境
整備を行う。

第 61 回大会は、困難な状況下でも日々鍛錬に勤しむ七大学アスリートたちへ
の活躍の場の提供に寄与し、七大学におけるスポーツの振興と相互交流の促
進に貢献する。

第 61 回大会は、本大会の開催にあたり支援尽力を賜るすべての方々に感謝し、
より多くの人を魅了し感動を与える大会づくりを以ってその恩に報いる。

第 61 回大会は、不易流行の精神で、60 年もの長きにわたって受け継がれてき

た伝統と、新しい時代を見据えた革新の止揚を図る。
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第 61 回全国七大学総合体育大会 競技種目等一覧

※各競技種目の開催日及び会場については、令和 4 年 4 月 1 日現在であり、日時・場所が変更になる場合があります。公式ホームページをご確認ください。

アイスホッ ケ ー

2021 12/11 - 12/17
ベルサンピア
みやぎ泉

馬術

6/4 - 6/5
青葉山馬場

スキー

2021 12/28 - 2022 1/3

野沢温泉スキー場
（県外開催）

バスケットボール

6/30 - 7/4
泉庭球場

7/16 - 7/17

セントラルスポーツ
G21 プール

関宿滑空場
（県外開催）

ラ ク ロ ス（ 女 子 ）

6/24

7/2 - 7/3

7/17

青葉山グラウンド

7/10

7/17

青葉体育館

川内体育館

バレーボール

8/15 - 8/19

ソフトテニス

8/22 - 8/26
川内市営庭球場

ハンドボール

8/27 - 9/2
川内体育館 他

剣道

7/17 - 7/18

閖上ヨットハーバー

陸上競技

7/30 - 7/31

仙台市陸上競技場

バドミントン

8/10 - 8/15

ラクロス（男子）

9/7 - 9/9

川内グラウンド

青葉体育館

卓球

9/12 - 9/16
川内体育館

フェンシング

8/20 - 8/21

東京大学
駒場キャンパス
第一体育館 3 階
（県外開催）

弓道

8/23 - 8/26

宮城県第二総合運動
場近的弓道場

ソフトボール

9/6 - 9/7

海岸公園野球場
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ヨット

8/12 - 8/15

海岸公園野球場
8/14 仙台市民球場
8/15 名取市民球場

川内グラウンド

少林寺拳法

準硬式野球

8/12 - 8/13

6/25 - 6/26

青葉体育館

空手

石巻市民球場

宮城野体育館
8/16 - 8/17、8/19
青葉体育館

6/20 - 6/24

柔道

8/11 - 8/13

8/15、8/18

6/24 - 6/26

宮城県武道館

競泳

中止

6/20 - 6/25

カメイアリーナ仙台
（仙台市体育館）
6/25 川内体育館

硬式テニス

航空

硬式野球

自動車

9/10、9/13

ス ポ ー ツ ランド
SUGO サーキット
パーク切谷内

ゴルフ

9/13 - 9/14

利府ゴルフ倶楽部

応 援団（演舞会）

8/13 - 8/14
萩ホール

or

8/19 - 8/20

陸上ホッケー

8/22 - 8/26

グリーンランドみずほ
（県外開催）

水球

8/27 - 8/28

ヒルズ県南
総合プール

9/6 - 9/7

体操

セキスイハイム
スーパーアリーナ

9/11

相撲

宮城野原公園
総合運動場
宮城相撲場

アーチェリー

9/19 - 9/21
川内グラウンド
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寄せて

東北大学総長
（ 東 北大学学友会会長）

大野英男

第 61 回全国七大学総合体育大会（七大戦）の開催にあたり主管校を代表し

てご挨拶を申し上げます。

副大会長挨拶

大会長挨拶

第 61 回七大戦 に

体の競技スポーツのレベルアップの対象とし

て強化対象になることもあります。しかし、
北海道大学総長

（北海道大学体育会会長）

寳金清博

第 61 回全国七大学総合体育大会の開催を、

お祝い申し上げます。

1962 年に、第 1 回目が北海道大学の主催で

開催され、直近 2 年は新型コロナウイルス感

染症のため、競技の一部が中止されたようで
すが、この度の開催に向けた関係者の皆様の

活動であり、いわゆるデュアルキャリアとし

て教育の重要な要素でもあります。これは、
競技スポーツとは離れて、大学間交流、社会

性・協調性の育成にとって教育上の重要な活
動です。

大学スポーツは、「競技スポーツを体験する」

「スポーツを応援する」「スポーツを支援する」
といった活動を全て含みます。体育会系学生だ

けでなく、応援をする学生・教職員、そして自

大学や他大学の競技を観戦する学生・教職員ま

ご尽力に深く御礼申し上げます。

向上、他大学との親睦を理念とする伝統ある学生スポーツの祭典です。大

で考えると、大学全体が関わる大きな活動です。

会の課題が様々に表面化し、競技スポーツが社

で、全国七大学総合体育大会は、極めて重要

た方々に深く感謝を申し上げますとともに、本大会を目標にして日々鍛錬

大学スポーツの先頭集団は、オリンピック

学スポーツのあり方を示すモデルとして成功

七大戦はアマチュアリズムの追求、学生による自主運営、競技レベルの

会運営にご協力くださった関係者の皆様、学士会をはじめご支援くださっ
を積み、学業との両立を果たしてきた選手の皆さんに敬意を表したいと思
います。

先般の東京オリンピックでは、スポーツと社

会に果たす役割が見直される機会となりました。
や世界選手権に繋がるレベルであり、日本全

さて、一昨年来の新型コロナウイルス感染症の拡大は、各大学における

なりました。このたびの開催にあたり、実行委員会は大会スローガンを「総

合大会復活」、大会コンセプトを「ニューノーマル大会」と掲げ、大会のさら

なる発展を目指しています。感染症対策を施しての開催となりますが、記
録にも記憶にも残る実りある大会になることを期待しています。

昨年は東京オリンピック・パラリンピック 2020 が開催され、原則無観客

となった静かな会場で各国の選手が連日熱戦を繰り広げました。ゴルフの

松山英樹選手は日本人初のマスターズ優勝を果たし、米・大リーグの大谷翔
平選手は投打の「二刀流」で活躍して世界中を沸かせました。新型コロナウ
イルス感染症による社会不安や、頻発する災害など世界規模での難題を抱

える時代においても、スポーツは未来への希望をもたらし、私たちに夢と
感動を与えてくれることを改めて教えてくれました。今大会においても選
手の皆さんが学生らしいフェアプレイの精神で練習の成果を十二分に発揮

して大健闘することで、多くの人を元気づけるに違いありません。皆さん
の大活躍を心から祈念して、私からの挨拶といたします。

こうした学生スポーツのあり方を考える上

なイベントであると思います。本大会が、大
することを祈念しております。

と拝察します。未だ感染状況は予断を許しま

授業や課外活動にも大きな影響を及ぼし、七大戦も過去 2 回の大会が中止と
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その一方で、学生スポーツは基本的には課外

せんが、今回こうして開催することができた
東京大学総長
（東京大学運動会会長）

藤井輝夫

第 61 回全国七大学総合体育大会の開催にあ

たり、主管校である東北大学の皆様のご尽力
に厚く御礼申し上げます。本大会は、半世紀

以上もの永きに亘り「真のアマチュアリズムの
追求」を理念とし、学生による自主運営という
趣旨を貫徹してきた由緒ある大会です。

長い歴史を有する本大会も、新型コロナウ

イルス感染症の世界的拡大により、2 大会連続

で中止になるという未曽有の事態に見舞われ
ました。感染予防の観点から学生の課外活動
が制限されるなかで、思うような活動ができ
ず、皆さんは大変悔しい思いをなされたこと

のは、運動部の皆さん一人ひとりが適切な感
染対策を講じ、部活動における感染拡大を防
いできた、その努力の賜物だと思います。

感染症のみならず、現代はさまざまな地球

規模の課題が露わになった時代であり、大学
の果たすべき役割は、ますます大きくなるも
のと考えます。私達が共に取るべき重要な行
動として、東京大学では「対話」を重視しよう

と呼びかけています。全国各地の仲間達が一
同に集い、スポーツを通じて切磋琢磨しなが
ら交流を深める本大会は、自らと異なるもの
の考え方や価値観に触れ、視野を広げる、ま
さに「対話」のためのよい機会となります。

皆さんが正々堂々と戦い、日々の努力の成

果を余すことなく出し切って心に残る名勝負

を繰り広げてくれることを期待しております。
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副大会長挨拶

この 2 年間は、社会全般と同様、大学もコロ

そのような閉塞感の中、昨年、東京オリン

ナ禍によって大きな影響を受けました。特に体育
名古屋大学総長

（ 名 古 屋大学体育会会長）

会を含む学生諸君の活動には時に大きな制限を

かけざるを得ず、大学執行部としても忸怩たる思

杉山 直

いでした。その中でも決して腐らず、できること

催にご尽力いただきました主管校の東北大学

負けの結果よりも、競い合うことのできる喜びこ

を積み上げて、やり遂げてきたからこその七大戦

ピック・パラリンピックの開催が 1 年遅れで実
大阪大学総長

（大阪大学体育会会長）

西尾章治郎

光となりました。無観客での開催となりまし
たが、それでも、世界が一堂に会するスポー

ツの祭典として、友情や連帯感といった本質

今回、第 61 回全国七大学総合体育大会開

の晴れ舞台、思いっきり楽しんでください。勝ち

の皆様、そして七大学の大会実行委員会の皆

そが何ものにも変え難いことを、その機会が奪

ますことを心からお喜び申し上げますととも

として、不易流行の精神で、伝統と革新との

ちょうど 60 年前に始まり今回「還暦」の節目

通常では出会うことを難しくする、大きな距離で

対し、厚く御礼申し上げます。

す。創意工夫により困難を乗り越え、七大戦

ら作り上げ運営してきた歴史の中で、真のアマ

堂に会して全力で競い合う七大戦、そこで培わ

り、世界中で苦難の日々が続いています。こ

競技レベルの向上を目指すものと伺っています。

でしょう。本大会は参加する全ての学生に大きな

くなり、学生生活も一変しました。七大戦も

様に、心より感謝申し上げます。

を迎えることとなった七大戦、それは学生が自

チュアリズムを追求し、親睦をはかるとともに

アマチュアとプロの境界が曖昧になり、かつて
は大きな注目を浴びていた学生スポーツがプロ

の予備軍と化してきている昨今、愚直なまでの

七大戦の姿勢は、その意気やよしといえましょう。

われてみて、改めて感じたのではないでしょうか。

隔てられている 7 つの大学、その学生諸君が一

れる人的ネットワークは一生涯のものとなること

実りをもたらしてくれるものと確信しております。

最後になりますが、困難な状況の中でも選

手諸君皆が力を発揮して、大会が無事に閉幕

までを迎えられますことを強く祈念いたします。

第 61 回全国七大学総合体育大会が開催され

に、主管校である東北大学の皆様のご尽力に

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

れまで当たり前であったことが当たり前でな

2 年連続中止という、長い歴史の中で例を見な

い残念な事態となりました。まさに、皆さん

は他の世代が経験したことの無い困難な状況
に現在も立ち向かっています。

を尽くしてルールに基づいて正々堂々と競い

湊 長博

るだけでなく、かけがえのない人間形成の場
であり、学生諸君がこれからの人生を豊かに
送るための大きな支えになるでしょう。

七大戦を通じて、学生諸君が日頃の練習と

第 61 回全国七大学総合体育大会の開催にあ

鍛錬の成果を十分に発揮するとともに、他校

君、並びに教職員の皆様方のご尽力に対し心

いただくことを期待します。それは、やがて

たり、主管校となりました東北大学の学生諸
より感謝申し上げます。

七大戦は、旧七帝大のそれぞれの縁の地で

開催され、様々な競技で鍛錬を重ねてきた学
生諸君がその成果を競うものです。本大会は
発足当初から、学生諸君の自主的な運営によっ

て実施されてきたものであり、そこには各大

学で多くの先輩諸氏の築いてこられた伝統が
色濃く反映されているものと思います。

スポーツは、各人が文字どおり体力の限り

九州大学総長

石橋達朗
第 61 回全国七大学総合体育大会の開催を心

よりお慶び申し上げ、主管校である東北大学

大学から社会へと巣立ち、広い世界へと飛び

礼申し上げます。

の皆様のご尽力に心より敬意を表し、厚く御
この大会は七大学の学生が一堂に会し、真

い大きな財産になると信じます。スポーツは

のアマチュアリズムを追求し、学生による自

えてお互いに理解しあえる最も有効な手段で

を深めることを理念として、歴史と伝統を守

国境を超えて仲間を作り、言葉の壁を乗り越
もあるからです。

最後になりましたが、本大会が学生諸君に

とって実り多い機会となることを、心より祈
念いたします。

調和を図った大会を目指されると伺っていま
の開催に向けて尽力してこられた皆さんに深

く敬意を表します。是非、「正しく恐れる心」
で科学的に感染対策を徹底しつつ、「立ち向か
うことを恐れない心」で大会を大いに盛り上

げてください。今大会が全国の学生の皆さん

にとって希望の光となり、感動と勇気を与え、
未来への輝かしい礎となることを心から願い
ます。

に開催され、平和と互いを尊重し、偏見をな

の学生諸君とも大いに語らい、親交を深めて

立っていく学生諸君にとって、かけがえのな

今回の七大戦は、「ニューノーマルな大会」

東京オリンピック・パラリンピックが昨年夏

り、仲間同士の強い信頼感や連帯感が育まれ
京都大学総長

が失われることはありませんでした。

ています。一方で、1 年延期となった 2020 年

合うという人間にとって最も純粋な活動であ
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現したことは、世界中の人々にとって希望の

主運営、競技レベルの向上、他大学との親睦

りながら今日まで発展してきました。しかし、

くす世界を築こうとするスポーツの力を感じ
ました。

私も学生時代の 4 年間、卓球選手として七

大戦に参加しました。競技会はもとより親睦

を深める懇親会が印象に残っており、他の大
会とは異なった独特の雰囲気を感じていまし
た。本大会で、異なった環境の中でそれぞれ

が培ってきた技を競うことで、日ごろの練習

の成果が十分発揮されることを祈り、よき伝
統が後輩たちに受け継がれていくことを願い
ます。そして、他大学との交流を深め、新し
い世界を探索してください。

最後に、本大会が関係学生の皆さんのこれ

2020 年の新型コロナウイルス感染症の世界

までの努力が結実し、その感動を皆で共有で

容を迫られ、大学の活動も大きな制約を受け

いたします。

的流行という未曾有の事態で、人々は行動変

きる素晴らしい大会となることを心より祈念
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『NU7』における七大戦 PR、総合優勝校への

「学士会トロフィー」贈呈など、皆さんの活躍
学士会理事長

佐々木 毅
3 年振りとなる全国七大学総合体育大会、第

61 回大会が無事開催に至ることを心よりお祝
い申し上げます。

学士会は、
「七大学の卒業生相互の交流と親

睦を深めること」
「国立七大学の活動を支援し、
学術の進歩・文化の向上に寄与すること」を目

的とし活動している七大学の為の同窓団体で

す。主に卒業生を主体として活動をしていま
すが、現役の学生も学士会に参加できる様「学

生会員」制度を設け、活動を拡充しています。
また七大学へも積極的に支援を行っています。
七大学が繋がる数少ない機会である七大戦へ
も第 44 回大会（2005 年）から特別協賛を開

を応援しています。

コロナウイルスの流行により、1962 年以来

続いてきた七大戦も 2020 年・2021 年と中止

実行委員長挨拶

特別協賛 学士会挨拶

始し、協賛金の他、本会発行の『學士會会報』

を余儀なくされました。今もコロナの脅威が

総 合 大 会 復 活 ・ ニ ュ ー ノ ー マ ル 大会
本大会の開催にあたり、七大学総長先生を

コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行に

て多大なる御支援を賜ります一般社団法人学

嘗てない存続の危機に晒される中、私ども実

初めとする大学関係者の皆様、特別協賛とし

士会の皆様、式典の設営や賞状の発行、パン
フレットの作製など多方面においてお世話に

続く中、それでも今大会が開催に至ったのは、

なります大学生協や協力企業の皆様、そして

実行委員会や大学当局など関係各位のご尽力

七大戦を愛し本大会を支えてくださるすべて
の皆様に厚く御礼申し上げます。

によるものです。そのことを忘れず常に感謝

本大会は、参加者およそ 7,000 人、事業規

の気持ちを持って大会に臨んでください。そ

模約 3,000 万円という大会規模に対し、学

して、大会を通じて得られた全ての経験を糧

生による高度な自主運営が 60 年もの長きに

より大会中止が余儀なくされました。大会が
行委員会は「総合大会復活」をスローガンに掲

げ、2 年連続で中止となった大会を復活させ

るべくこれまで準備に励んで参りました。ま

た、
「ニューノーマル大会」をコンセプトに打
ち出し、単に旧来の大会運営を再現するので
はなく、大会創設以来受け継がれてきた普遍
の価値を継承しつつ、新しい時代に向かって

運営の在り方を刷新してゆくことを目標にし

に、将来、社会を背負って立つ人材になって

亘ってなされてきたという点で、他のスポー

最後になりましたが、今大会に参加する皆

大学各校は並々ならぬ熱気に包まれ、学問の

して胸に刻むとともに、七大戦の益々の発展

アスリートの最後の青春を飾る舞台として、

大学アスリートの皆様の御健闘と関係者の皆

ください。

ツ大会とは一線を画します。大会期間中の七
修養とスポーツの鍛錬の両立を目指す七大学

さんが 2 年分の努力と練習の成果を遺憾なく

発揮し、願わくは『學士會会報』『NU7』の誌

面を賑わすような名勝負が繰り広げられるこ
とを大いに期待しています。

実行委員長

村上幸大

全学を挙げて応援されてきました。

ところが、前回及び前々回大会では、新型

副実行委員長挨拶

校として皆様を歓迎いたします。どうかよろ

てほしいと思います。先輩の話や、ビデオの

さいました。今大会は私たち東北大が、主管
しくお願いいたします。

七大学の選手が切磋琢磨し、互いに競い

標にして毎日練習に励む先輩方が、挑戦の機
会も得ることなく、ぶつけるところもないま
ま引退していくのを見てきました。もちろん
皆さまの中にも、失意のまま引退していった

先輩方を見てきた方は数多くいらっしゃると

常任委員長）

豊島充朗

様の御清祥をお祈り申し上げます。

いと思います。皆さまには是非とも、競技を

中止されています。私自身、七大戦優勝を目

（東北大学学友会体育部

を祈念してやみません。本大会に参加する七

七大学の皆様、ようこそ東北へおいでくだ

ス感染症の影響により、2 年も連続で開催が

副実行委員長

大会が開催できることをこの上ない幸せと

New Normal

合ってきた七大戦ですが、新型コロナウイル
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ております。

していく中で、新たな伝統を創り上げていっ
中でしか見聞きしたことがない七大戦を、皆

さまの色で新たに染め直してほしいというこ
とです。コロナによって生活様式は大きく変

わりました。中には、今まで当然だと思われ
ていたものが大きく変化し、コロナ収束後も

このまま通用するものに変化したものもあり

ます。七大戦はどうでしょうか。今までに経

験したことがない皆さんだからこそ出来る、
新たな七大戦を期待しております。

最後になりますが、今大会を運営するにあ

存じます。また、そもそも先輩方の七大戦競

たり支援してくださった方々、また参加者の

がそもそもわからないという方も多いと存じ

戦のため、実行委員会一同ご尽力いたします。

技を見てきておらず、七大戦の伝統というの
ております。

この様なことを踏まえたうえでお伝えした

皆さまに厚く感謝いたします。より良い七大
何卒よろしくお願い申し上げます。
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危機 を
乗り 越 えて

感染症蔓延に
対する考え

総務局長

競技局長

太田 蓮

まずは、本大会を開催するにあたり御支援、御尽力

伊藤建太朗

競技局長の伊藤建太朗と申します。競技局の仕事は

頂きました皆様に心より御礼申し上げます。2 年ぶりと

日程・会場の調整、希望する競技の賞状の準備、大会

昨今、全国各地で新型コロナウイルス感染症が猛威

では種目委員および参加団体代表者との連絡は全て

なる七大戦を開催できましたこと、大変嬉しく思います。
を振るっており、その影響によって七大戦も前々回及
び前回大会は中止せざるを得ませんでした。我々実行

運営に必要な情報の収集等多岐に渡ります。今大会

オンライン上で完結させました。Google Form 上で

の提出物のやりとりは双方の多くの手間を省けます。

委員も感染症の存在に幾度となく悩みながらも、大会

Zoom での会議開催は移動にかかるコストを減らすこ

選手の皆様も、様々な制限の中で挫けることなく練

も我々の生活様式を大きく変えましたが、無事七大戦

復活に向けて様々な準備をして参りました。
習に励んできた事と思います。

最後になりますが、本大会に御参加、御支援頂いた

全ての皆様の、今後益々の御活躍をお祈り申し上げ、
私からの御挨拶とさせていただきます。

会 計局

七大 戦 が皆様の
心に 残 るものと
なり ま すように
会計局長

吉武 凌

第 61 回大会の会計局長を務めている吉武と申しま

す。会計局ではその名の通り、七大戦の予算決算の管

とができます。コロナがもたらした影響は良くも悪く
を開催することができうれしく思います。

七大戦開催は皆様のご協力があっての大会です。大

会を支えて下さり本当にありがとうございます。今後
とも七大戦をよろしくお願い致します。

広報局

けっぱれ！
七大戦！
広報局長

小林航大

七大戦実行委員会広報局では七大戦の知名度向上、

大学スポーツの振興を目標に七大戦の PR を行ってお

理をしております。一昨年以降、コロナ禍で様々な課

ります。魅力溢れる七大戦をより多くの方々に知って

されることをうれしく思います。今大会が七大学に所

版で配布することといたしました。新型コロナウイル

外活動が制限を受けた中で、今回無事に七大戦が開催
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競技局

属する皆様にとって少しでも心に残るものであってほ
しいです。

前回大会、前々回大会春季夏季種目が中止になった

こともあり、今大会に関わる学生の多くが初めての七
大戦を体験しており、準備する上で大変な事が多々

あったかと思います。そのような状況の中でも、七大

戦運営にご協力してくださった各関係者の皆様にこの
場を借りて感謝申し上げます。

もらいたいという思いから、今大会では本冊子を電子

各大学委員長挨拶

実行委員会局長挨拶

総 務局

北海道大学

東京大学

吉田薫穂

藤本一輝

北海道大学体育会常任委員長

この度は、第 61 回全国七大学総合体育大会、通称

東京大学運動会総務部委員長

第 61 回七大戦の開催、心よりお祝い申し上げます。

七大戦が無事開催されること、大変喜ばしく思います。

第 59、60 回と開催できませんでしたが、コロナ禍で

の開催となる本大会、初めての七大戦となる学生も多

部ともに、できる範囲で着々と準備を進めてきました。

九州大学主管で行われた第 58 回大会以来の 3 年ぶり

いでしょう。各大学がそれぞれのスポーツでしのぎを
削る、この伝統の七大戦を肌で感じて次の世代に継承
していってほしいと心から願います。自分の力を遺憾
なく発揮し、仲間と協力して、正々堂々戦い抜いてく
ださい！健闘を祈る！

も、運営である七大戦実行委員会、選手である各運動
開催にあたって中心となって尽力してくださった東北
大学関係者の皆様への感謝を忘れないようにしながら

も、運営、選手ともに大会を開催できる喜びを味わっ
ていただけますと幸いです。最後に、本大会の成功を
祈って私の挨拶とさせていただきます。

名古屋大学

京都大学

土屋英貴

和田典悟

名古屋大学体育会委員長

この度は第 61 回全国七大学総合体育大会が開催さ

京都大学体育会幹事長

この度は 61 回全国七大学総合体育大会が開催され

れますこと、心よりお喜び申し上げます。村上実行委

ますことを心よりお祝い申し上げます。コロナ禍によ

くの関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。近年は活

ります東北大学の皆様、その他大会関係者様のご尽力

員長をはじめ、主管校の東北大学の皆様及びその他多
動制限もあり、十分な練習が出来ていないかと思いま
す。けがや事故に十分に注意した上、培ってきた練習

り 2 年ぶりの開催となりますが、本大会の主管校であ
の元で開催できますことを大変喜ばしく感じるととも

に深く感謝致します。2 年間開催されなかった分より

の成果を発揮し、大学の誇りを背負って最後まで諦め

熱い戦いが見られることを期待しております。京都大

同士の繋がりも大切にしてください。

とを祈念して私からの挨拶とさせていただきます。

ず戦い抜きましょう。そして互いの健闘を称え、大学

学の総合優勝と本大会が無事に成功のうちに終わるこ

大阪大学

九州大学

岡田康平

前田紘汰

大阪大学体育会委員長

第 61 回全国七大学総合体育大会が、3 大会ぶりに無

九州大学体育総務委員会委員長

まず、本大会開催にあたり関係者の皆様の多大なる

ス感染症の影響により一時は活動停止を余儀なくされ

事に開催されますことを、心よりお喜び申し上げます。

献身に感謝申し上げます。本大会は新型コロナウイル

の練習を積み重ねてきたことと思います。競技者の皆

の皆様方をはじめ、大会に携わるすべての方々に御礼

そのため、残念ながら自分が選手として七大戦に参

初めてとなります。残念ながら中止となった過去 2 大

大戦の運営に微力ながら寄与できたことを大変嬉しく

るなど、多くの選手が厳しい制約の下で工夫して日々

さんが練習の成果を存分に発揮し熱い真剣勝負を繰り
広げ、七大戦を最大限に楽しんでいただくことを願っ
ております。七大戦の成功と選手全員の安全無事を願
い、私の挨拶とさせていただきます。

大会の実施運営に多大なご尽力を頂きました東北大学

申し上げます。今回の「七大戦」は、コロナ禍を経て

会分の鬱憤を晴らすべく、選手の皆様には全力を発揮
してもらいたいと思っております。末筆ながら、本大
会の成功を祈念し、私の挨拶とさせて頂きます。

スを乗り越えて 3 年ぶりの待望の開催となりました。

加する機会はありませんでしたが、このような形で七
思っています。コロナ禍ということで制限も多いとは
思いますが、日夜練習に励まれた選手の皆様の活躍を
楽しみにしております。
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大会役員一覧

大会長
東北大学総長（東北大学学友会会長）

7/2

副大会長

北海道大学総長（北海道大学体育会会長）

寳金清博

名古屋大学総長（名古屋大学体育会会長）

杉山 直

東京大学総長（東京大学運動会会長）

式典日程

大野英男

藤井輝夫

京都大学総長

湊 長博

九州大学総長

石橋達朗

大阪大学総長（大阪大学体育会会長）

山口淳二

東京大学理事・副学長

藤垣裕子

東北大学理事・副学長（東北大学学友会副会長）滝澤博胤
名古屋大学副総長（名古屋大学体育会副会長） 佐久間淳一

京都大学理事・副学長

村中孝史

九州大学理事・副学長

谷口倫一郎

大阪大学理事・副学長

田中敏宏

東北大学教授（東北大学学友会体育部長）
東京大学教授（東京大学運動会理事長）

永富良一
丹下 健

名古屋大学教授（名古屋大学体育会部長会代表幹事）瓜谷 章

京都大学教授（京都大学体育会会長）
大阪大学副学長
九州大学教授

東北大学文学部長

柳原敏昭

東北大学法学部長

戸澤英典

東北大学教育学部長

野口和人
小田中直樹

東北大学理学部長

寺田眞浩

東北大学医学部長

森井英一

八重樫伸生

東北大学歯学部長

齊藤篤司

会場：東北大学

片平さくらホール

編集後記

本冊子に最後まで目を通していただき大変嬉しく思います。

などを含め多くの人にその魅力を知ってもらうことを目的としています。七大学の各体育会
に所属している学生たちの活躍を感じ取っていただければ幸いです。

七大戦最大の魅力は七大学の選手が一堂に会し競技をすることにあります。七大戦実行委

員会広報局でも広報活動を通じて学生による競技の真剣勝負の様子を皆様にお届けします。

最後になりますが、本冊子を刊行するにあたりましてご寄稿いただいた七大学総長の先生

にご協力いただいた株式会社フロット様にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

東北大学経済学部長

垣塚 彰

川内萩ホール

総合閉会式

方、学士会理事長の佐々木毅様、六大学体育会委員長、協賛頂いた皆様、並びに制作・印刷

大会参与

北海道大学准教授（北海道大学体育会顧問） 阿部匡樹

会場：東北大学

9/23

本冊子は、七大戦の紹介を通じて、これから入学を目指す高校生や七大学を卒業された方々

大会顧問

北海道大学理事・副学長

西尾章治郎

総合開会式

髙橋信博

東北大学薬学部長

岩渕好治

東北大学工学部長

湯上浩雄

東北大学農学部長

第 61 回七大戦実行委員会広報局長
小林航大

第 6 1 回全国七大学総合体育大会実行委員会

【事務局所在地】

〒 980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 41 サブアリーナ棟 1 階

TEL.022-795-3383 E-mail 61st.nanadaisen@gmail.com

http://www.7univ-nanadaisen.jp

阿部敬悦

実行委員会
実行委員長

村上幸大

広報局長

小林航大

総務局次長

吉田かの

総務局長

太田 蓮

副実行委員長代行

川野邊 豪

会計局次長

大橋 麗

副実行委員長
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競技局長
会計局長

豊島充朗
伊藤建太朗
吉武 凌

実行委員長代行

主任実行委員・検討委員
感染症対策班長

根本尚弥
三輪直暉

検討委員

北海道大学体育会

大野万里奈

名古屋大学体育会

福田莉々風

東京大学運動会

岩城美奈

佐藤空知

京都大学体育会

大阪大学体育会

九州大学体育総部

競技局次長
広報局次長

辺見陽一朗
山田雄大
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北 琢真

青木南都
清塘航平

※第 59 回大会の開催が中止となったため、代わって第 61 回大会で掲載しております。

