
9月中旬 未定 新人戦 未定 未定

10月ごろ 未定 学生大会 未定 未定

5月13日 未定 福岡県オープン 未定 未定

2月11日 未定 宮崎県大会 未定 未定

未定（6月中旬） 8：00開始 天草宝島国際トライスロン 熊本県天草市苓北町
日本選手権ブロック代表選手選考会
ＪＴＵエイジランキング対象大会

未定（6月中旬） 8：00開始 虹の松原トライアスロンin唐津 佐賀県唐津市虹の松原周辺 佐賀県選手権

第1回日本ウルトラロングディスタンストライアスロン選手権

未定（5月上旬) 13：00開始 宗像ユリックス24時間EKIDEN 宗像市宗像ユリックス

5月13日（日） 7：15開始 世界トライアスロンシリーズ横浜大会 神奈川県横浜市山下公園周辺特設会場

未定（6月上旬） 9：00開始 アクアスロンINシーサイドももち 福岡市シーサイドももち海浜公園

九大・九工大・山口大

仮）8月13日～17日

仮）6月下旬 9：00開始 九州インカレ 九州地区各大学

3月24（土）25（日） 8：00開始 全国の大学

3月8日～11日 8：00開始 学生選手権 福岡県久留米市田主丸 全国の大学

仮）5月18日(金)～20日(日) 9：00開始 九州大学春季バレーボール大会男子リーグ 沖縄県 九州地区各大学

4月末～5月初旬 不明 第36回久住山岳滑翔大会 大分県 久住滑空場 全国の大学から選手が参加

3月10日(土)～3月17日(土) 不明 第58回全日本学生グライダー競技選手権 埼玉県 妻沼滑空場 全国大会

2月28日(水)～3月7日(水)
 不明 第57回全国七大学総合体育大会航空の部 千葉県 関宿滑空場 七大戦

5月17日(木）～20日(日） 未定 全日本軽量級選手権大会 埼玉県戸田市戸田ボートコース 参加大学未定

5月26日(土)・27日(日） 未定 九州朝日レガッタ 福岡県遠賀漕艇場 参加大学未定

未定 未定 全九州選手権大会

3月9日（金）〜3月12日（（月） 不明 鹿児島チャレンジカップ

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

九州大学 　平成30年　今後の試合（練習試合含め）大会等の予定

チアリーディング同好会 特になし 未定

未定

5月13日 未定 福岡県オープン 未定 未定

2月28日（水）～3月3日（月） 未定 全日本学生スキー選手権大会 長野県野沢温泉村

3月8日（木）～3月12日（月） 未定 全関西学生スキー選手権大会 長野県野沢温泉村

剣道部

未定

未定

七大戦 北海道 七大学

滋賀県荒神山新人戦

未定

9月中旬

10月ごろ

未定

未定

新人戦

学生大会

漕艇部

航空部

男子バレー部

ハンググライダー愛好会

トライアスロン部

テコンドー部

スキー部

テコンドー部
未定

未定

2月11日 未定 宮崎県大会 未定

男子バスケットボール部 鹿児島県

1月13（土）14日（日） 8：00開始 九州山口華山交流大会 山口県下関市華山

6月17日（日） 7：00開始 五島長崎国際トライアスロン 長崎県五島列島福江島

未定 未定 西日本大会



サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

九州大学 　平成30年　今後の試合（練習試合含め）大会等の予定

未定（ゴールデンウィーク頃） 未定 春季リーグ 福岡大学

未定（8月半ば） 未定 七大戦 北海道

未定（8月終わり）

芦原空手部

未定

未定

ワンダーフォーゲル部

3月17日（土）～18日（日） 未定 九州学生ヨット新人選手権大会 長崎　サンセットマリーナ 参加大学未定

5月3日（木）～5日（土） 未定 西日本インカレ/ヨットウィーク 福岡　福岡市ヨットハーバー 参加大学未定
ヨット部

３月 未定 春合宿 未定

５月ゴールデンウィーク中　 未定 新歓合宿 未定

未定 未定 白蓮会館全九州空手道選手権大会 未定

3月 未定 佐賀大学定期戦 大川市弓道場 参加大学未定

女子北部リーグⅡ部 未定
中村学園大学、九州大学、筑紫女学園大学、日本経済大学、
久留米大学が参加

5月 未定 男子北部リーグⅡ部 未定
九州大学、九州産業大学、九州共立大学、九州工業大学、
北九州市立大学、中村学園大学が参加

3月 未定 九州産業大学・福岡教育大学・九州大学定期戦 未定 九州産業大学、福岡教育大学、九州大学の三大学で行う

3月 未定 三大学定期戦 未定 福岡大学・西南学院大学・九州大学の三大学で行う

6月30日～7月1日 未定 九州地区大学体育大会 佐賀総合体育館 参加大学未定

硬式野球部 4月～5月（詳細は未定） 未定 平成30年九州六大学野球春季リーグ戦 福岡県内（詳細は未定）
九州六大学加盟大学（九国大、福岡大、西南大、久留米大、北九
大）

弓道部

6月 未定 福岡県大学弓道選手権大会 未定 参加大学未定

6月 未定 春季五大学定期戦 未定
福岡大学、西南学院大学、九州産業大学、福岡教育大学、
九州大学の五大学で行う

5月 未定

準硬式野球部

2月下旬～3月下旬 未定 広島大学定期戦 課外活動施設Ⅱ　柔道場(未定) 広島大学との定期戦。七帝ルールと国際ルールの二つを行う。

3月下旬 未定 京都錬成大会 旧武徳殿(京都府) 七つの旧帝国大学が集まり七帝ルールで対戦する。
柔道部

期日未定（3月～4月） 未定 平成30年度　九州六大学準硬式野球　春季リーグ戦 未定

期日未定（5月ごろ） 未定 第70回全日本大学準硬式野球九州選手権大会 未定

女子バスケットボール部 ３月初旬 未定 九州大学バスケットボール交歓大会 未定 九州、中国地方の一部の大学によるトーナメント戦

４月下旬～5月下旬 未定 福岡県大学バスケットボール選手権大会 未定 福岡県内の大学によるリーグ総当たり戦

１月２０日または２１日 未定 練習試合 九州大学または相手校 相手校未定

2月23日 未定 三大戦 九州大学 長崎大学とあと１校招いて開催する、九大主催の大会

５月中旬 未定 全九州大学春季バスケットボール選手権大会 未定 九州内の大学によるトーナメント戦

4月(日時未定) 未定 福岡県大学女子バレーボールリーグ戦大会 福岡県（未定） 参加大学未定

少林寺拳法部

5月(日時未定) 未定 九州大学春季バレーボール女子リーグ戦 未定 5部出場予定

未定

2月20日(火)～3月16日(金) 8:30開始 本部合宿 金剛禅総本山少林寺 期日のうちのいずれかの週(火～金)

出場検討中未定インカレバレーボール競技6月（日時未定）

女子バレーボール部

未定(例年は6月) 未定 福岡県大会 宗像ユリックス(予定) 期日の決定は1月

ハンドボール部

九州学生柔道優勝大会

七大戦

5月下旬

7/7(土)～7/8(日)

福岡武道館(福岡市)

北海きたえーる(北海道)

九州の大学が参加。今回は２部での団体戦

北海道大学主催。

未定 秋季リーグ 沖縄



サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

九州大学 　平成30年　今後の試合（練習試合含め）大会等の予定

北九州

2月24日（土） 24：00開始 練習試合 ＶＳ福岡工業大学

パピオアイスアリーナ

パピオアイスアリーナ

ＶＳ飯塚クラブＢ
アイスホッケー部

1月15日（月） 20：30開始 練習試合 パピオアイスアリーナ ＶＳ博多クラブＢ

1月25日（木） 20：30開始 練習試合 パピオアイスアリーナ ＶＳ九州産業大学

1月29日（月） 20：30開始 練習試合

福岡市総合西市民プール

参加大学未定

参加大学未定

1月2０日(土)、1月21日(日) 9:00開始 全国JOCジュニアオリンピックカップ福岡県予選会 福岡市総合西市民プール 参加大学未定

九州地区の大学多数

4月下旬 未定 九州学生体操競技選手権大会 未定 参加大学未定

水泳部

5月中旬 　9:00　前後開始 春季公認記録会 佐賀県立総合運動場水泳場 参加大学未定

5月下旬 　9:00　前後開始 西日本年齢別選手権 未定 参加大学未定

2月9日(金)～2月11日(日) 　9:00　前後開始 きららカップ２０１８ 山口きらら博記念公園プール 参加大学未定

　9:00　前後開始

　9:00　前後開始

卓球部

5月中旬 未定 西日本学生体操選手権大会 未定 参加大学未定

2月22,23日 9：00開始 九州国公立卓球選手権大会

体操部

3月2,3日 9：00開始 大阪大学定期戦 志摩体育館

3月6,7日 9：00開始 京都大学定期戦 志摩体育館

軟式野球部 3月5日（月）～6日（火） 未定 ﾄﾞﾘｰﾑﾜｰｸｽﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀ　 下関市

1月7日(土) 9:00開始 全九州インドア 高志館高校体育館(佐賀) 一部のみ参加

空手道部

4月7日(土)・8日(日) 未定 西日本大会予選 菊陽町杉並木公園グラウンド(熊本)
西日本大会本戦(5月中旬)の予選
九州大、福岡大、九産大、長崎国際大、西南大など参加予定

5月4日(金)・5日(土) 未定 九州王座 長崎市民アーチェリー場(長崎)
全日王座(6月下旬)の予選
九州大、福岡大、九産大、長崎国際大、西南大など参加予定

洋弓部

4月末日 未定 錬心舘福岡県空手道選手権大会

3月17日(土)～3月18日(日) 9:00開始 国公立オープン 兵庫県　兵庫教育大学ソフトボール場etc

2月18日（日） 未定 少林寺流錬心舘福岡県連合会親善大会 博多体育館

6月中旬 　9:00　前後開始 九州地区国公立大学選手権水泳競技大会 未定

3月4日(日)

4月上旬

九州学生短水路

春季ジュニア

福岡市総合西市民プール

国公立大学のみ約16チーム参加予定

5月19日(土)～5月20日(日) 9:00開始 九州地区春季大会 未定　昨年は鹿児島県知覧 九州地区の大学によるインカレ予選硬式ソフトボール部

全日本総合男子ソフトボール選手権大会福岡県予選5月26日(土)～5月27日(日) 9：00開始


