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ICC × 早稲田大学相撲部コラボ企画

Waseda University‘s Sumo Club is a historic athletic club that
was founded in 1917. During the All Japan University Sumo
Uwashima Championship held last spring, Waseda defeated its
strong rival Nihon University, proceeding to the final round of
the tournament to be ranked as the top 8th team for the first
time throughout Waseda’s history.
As for the results for individual competitions, the Club‘s ace
Yukihiro Hashimoto carried the spirit of Waseda by ranking in
the top 8 of the 97th All Japan University Sumo Championship.
Moreover, in the 68th All Japan Sumo Championship, Yukihiro
again advanced to the final round, where for the first time in 30
years he ranked in the top 16, enlivening the tournament.

This time, the ICC has planned a tour to watch the 10th
"Waseda Cup" (a sumo tournament for Waseda students)
organized by the Sumo Club and to enjoy a social mixer with
Chanko Nabe.

Sumo is a Japanese martial art. It is based on Japan's ancient
Shinto beliefs, and is also a Shinto ritual. Before we watch the
tournament, there will be explanations in Japanese and English
about Sumo's history, rules, etc. So, even if you do not know
much about Sumo now, you will be able to enjoy the thrilling
matches of the tournament. Then, after the "Waseda Cup" is
over, you can mingle with everyone and eat Chanko Nabe!
This is a rare chance to watch a Sumo match from ringside!
If you are interested in Sumo, if you are interested in Japan's
traditional culture, if you want to make more friends, do not
miss this chance and join us!

早稲⽥⼤学相撲部は本年創部103年の伝統ある体育各部で
す。団体戦では昨年春に⾏われた全国選抜学⽣相撲宇和島
大会で、強豪日大を59年振りに破り初の決勝トーナメント進出し、
団体ベスト8進出（早稲田史上初）。
個人では、第97回全国学生相撲選手権大会では、相撲部の
エース橋本侑京主将が30年振りとなる個人ベスト8進出し、
早稲田の名を轟かせました。また続く第68回全日本相撲選手権
大会でも、橋本主将が決勝トーナメントへ進出し、個人ベスト16
となり（30年振り）、早大相撲部が活気づいています。

今回ICCでは、その相撲部が主催する「早大生のための相撲
トーナメント『第10回早稲田杯』」を観戦し、ちゃんこ鍋を囲み交
流するツアーを企画しました。

相撲は日本の武道であり、日本古来の神道に基づいた、神事で
もあります。観戦の前には相撲の歴史やルールなども日本語と
英語で解説しますので、相撲に詳しくないという方でも、白熱した
対戦を楽しむことができます。
『早稲田杯』終了後には、皆でちゃんこ鍋を⾷べながら交流しま
しょう！
めったに⾒られない⼟俵際の勝負を間近で⾒られるチャンスです！
相撲に興味のある人、日本の伝統文化に興味のある人、
友だちを作りたいという人、この機会に是非ご参加ください！
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日時：

場所：

プログラム：

対象：
言語：
参加費：
持ち物：
事前登録：
登録締切：
募集人数：

2020年6月7日（日） 9:00〜13:00
※⽇程等変更がある場合はHP等でお知らせします。

東伏⾒キャンパス
（⻄武新宿線 東伏⾒駅改札集合、現地解散）

1. 相撲レクチャー 2.『早稲田杯』観戦
3. ちゃんこ鍋交流会
早大生
日本語、英語
無料（交通費自己負担)
スリッパもしくは室内履き
http://urx.red/HW3q

6月3日（水）9:00am
40名（申込者多数の場合は抽選を⾏います。
参加の可否は締切⽇当⽇にメールでお知らせします）


