
芦原空手部 6月中旬 未定 白蓮会館全九州空手道選手権大会 佐賀

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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

博多の森陸上競技場

7月14日 １５：００　キックオフ 第二回九州学生アメリカンフットボール選手権 春日公園球戯場 春の交流戦

アメリカンフットボール部

6月2日 １４：００　キックオフ 東海学生アメリカンフットボール大会　春季リーグ 名古屋大学グラウンド 春の交流戦

6月30日 １４：００　キックオフ 第二回九州学生アメリカンフットボール選手権

９月～10月 九州６大学準硬式野球秋季リーグ戦応援

９月～10月 九州６大学野球春季リーグ戦応援

８月下旬 ボート部インカレ応援 東京

応援団

６月 七大戦結団式 椎木講堂

８月上旬 七大戦応援 北海道

11月 福岡マラソン応援 九州大学

12月 島原学生駅伝応援 長崎

10月 阪九合同演武演奏会 大阪大学

10月上旬 九大祭 九州大学

5月20日 9時開会 西日本大学空手道選手権大会 沖縄県立武道館

7月8日 未定 インカレ 未定

5月13日 9時開会 全九州大学空手道選手権大会 KIRISHIMAツワブキ武道館

12月～1月 スキー部大会応援 長野

5月12日 14時30分開会 北部九州大学空手道選手権大会 KIRISHIMAツワブキ武道館

６月３０日、７月１日 九州地区大学体育大会 佐賀県総合体育館

未定 未定 全国国公立選手権大会 未定

弓道部

6月3日 福岡県大学弓道選手権大会 福岡県武道館

7月15日 未定 七大戦 北海道大学

未定 未定 全九州大学空手道選手権大会 未定

空手道部

９月 福岡市内学生弓道選手権大会

１０月２４日～２６日 九州学生弓道選手権大会 福岡市民体育館

８月１３日～１６日 全日本学生弓道選手権大会 名古屋

８月２３日～２６日 全国七大学総合体育大会 北海道大学



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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

剣道部

9月8日 10時 全九州女子学生剣道大会 粕屋町総合体育館

１２月 九州学生弓道新人戦指宿大会 指宿

弓道部

１０月 福岡地区弓道新人戦大会

１１月 秋季五大学定期戦

2018/12/15.16 10時 全日本学生剣道オープン大会 石川県石川総合スポーツセンター

3月 13時 広島大学定期戦 広島大学

11月2日 １０時 九州地区大学体育大会剣道競技 鳥栖市民体育館

１２月 福岡県女子弓道大会

高知

9月 2日間 インカレ 石川硬式ソフトボール部

5月 2日間 九州大会よせん 鹿児島

7月 2日間 西日本インカレ

航空部

8月末～9月末 終日 全国グライダー新人競技大会 岐阜県・木曽川滑空場

2月末～3月初め 終日 全国七大学グライダー競技大会 千葉県・関宿滑空場

硬式野球部

8月8日～10日 未定 七大戦 円山球場

9月8日、9日 未定 秋季リーグ戦 光陵グリーンスタジアム

9月 2日間 七大戦 北海道

11月 2日間 九州大会よせん 未定

春日球場

10月6日、7日 未定 秋季リーグ戦 桧原球場

9月15日、16日 未定 秋季リーグ戦 小郡球場

9月1日2日 未定 秋季リーグ戦 北九州市民球場

８月３０日～３１日 未定 スポーツニッポン新聞社杯争奪九州学生・女子ゴルフ選手権

９月４日～５日 未定 九州学生ゴルフ連盟秋季連盟リーグ戦ゴルフ部

６月２５日～２６日 未定 ダンロップ２DAYS九州学生・女子ゴルフ選手権

７月１０日 未定 第４２回麻生杯争奪九州学生・女子ゴルフ選手権

８月２３日～２４日 午後１２時～ 第５７回全国七大学総合体育大会

9月22日、23日 未定 秋季リーグ戦

９月１１日～１２日 未定 第９回九州学生ゴルフ連盟会長杯争奪九州学生・女子ゴルフ選手権北海道大学

９月１９日～２０日 未定 KBC杯争奪九州学生・女子ゴルフシリーズ選手権 福岡県及び佐賀県



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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

九州大学サッカーリーグ2部

ゴルフ部

福岡県宗像市　宗像ユリックス

１０月２０日 未定 九州学生ゴルフ連盟学生・女子新人戦

１０月２１日 未定 九州学生ゴルフ連盟ステップアップオープン大会

9月22、23日 未定 九州大学サッカーリーグ2部 九州各県

九州各県

九州大学サッカートーナメント 佐賀、福岡

7月１１～１５日 未定 九州インカレ 佐賀

11月3、4日 未定 九州大学サッカーリーグ2部 九州各県

11月18、19日					 未定 九州大学サッカーリーグ2部 九州各県

10月20、21日 未定 九州大学サッカーリーグ2部 九州各県

10月27、28日 未定 九州大学サッカーリーグ2部 九州各県

6月上旬～7月上旬 未定

9月	 未定 七大戦ラリー 北海道自動車部

7月1日 未定 全九州学生ジムカーナ大会 福岡県福津市スピードパーク恋の浦

9月 未定 七大戦ジムカーナ 北海道

11月23、24日 未定 九州大学サッカーリーグ2部 福岡

サッカー

6月23日 １９：００～ 九州大学サッカーリーグ2部 熊本

10月6、7、8日 未定

11月25日 9時～17時 九州インカレ 福岡武道館

柔道部

5/26・5/27 両日9時～16時程度 九州学生　団体戦 福岡武道館

7/7・7/8 両日9時～16時程度 七大戦 北海きたえーる

9月 未定 全九州学生ラリー大会	 未定

10月 未定 全九州学生ジムカーナ大会 福岡県福津市スピードパーク恋の浦

11月4日 9時～18時 全日本学生大会

12月2日 9時～17時 全九州学生大会

少林寺拳法部

2018年6月10日 9時～17時 福岡県大会

7月1日 9時～16時 七大戦　北海道大会

7月15日 9時～17時 第14回立会評価法技術交流会

準硬式野球部

8月6日～8月9日 第57回全国七大学総合体育大会 準硬式野球の部

9月中旬～10月中旬 九州六大学準硬式野球秋季リーグ戦



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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

佐賀県立総合運動場水泳場 国公立大学の全国大会の九州予選会

長崎県立総合プール

札幌市平岸プール 七大戦

山口きらら博記念公園水泳プール 国公立大学の全国大会

横浜国際プール インカレ

福岡県立総合プール ジュニアの試合にオープン枠で参加

福岡・総合西市民プール ジュニアの試合にオープン枠で参加

福岡・総合西市民プール ジュニアの試合にオープン枠で参加

福岡・総合西市民プール 九州地区大学の合同記録会

8月11日（金）・12日（土） 未定 全国国公立大学選手権水泳競技大会

9月7日（金）～9日（日） 未定 日本学生選手権水泳競技大会

7月21日（土）・22日（日） 未定 全国七大学総合体育大会水泳競技の部

水泳部

6月9日(土)・10日(日) 未定 九州地区国公立大学選手権水泳競技大会

6月30日(土)・7月1 日(日) 未定 九州学生選手権水泳競技大会

12月 未定 冬季福岡ジュニア記録認定水泳大会

12月16日（日）

9未定 未定 秋季福岡合同記録会

11月4日（日） 未定 福岡県SC水泳大会

9:30開始 冬季短水路公認記録会

福岡県

6月23日 9:00-17:00 西南大学定期戦 北海道

九州大学

8月10日（金）～8月12日（日） 未定 七大戦 九州大学体操部

5月25日（金）～5月27日（日） 未定 西日本学生体操競技選手権大会

未定 未定 新人戦

８・１４－８・１７ 9:00-17:0０ 全国国公立大学卓球大会 福岡県

９/5-9/9 9:00-18:00 七大戦 福岡県

佐賀大学定期戦 福岡県

7月14日 9:00-17:00 九州インカレ 西南大学

6月30日 9:00-17:00

大阪府

11月3日 ９：００－１８：００ 全九州学生新人卓球選手権大会 福岡県

１１月 ９：００－１８：００ 熊本大学・長崎大学定期戦 京都府

９月 ９：００－１８：００ 全九州学生秋季卓球選手権大会 福岡県

１０月 ９：００－１８：００ 西南大学定期戦 福岡県

３月 ９：００－１７：０３ 北九州市立大学・山口大学定期戦

テコンドー部 10/28(日) 9:00～17:00 学生大会

卓球部

３月 ９：００－１７：０１ 京都大学定期戦 野幌総合体育館 旧帝大

３月 ９：００－１７：０２ 大阪大学定期戦 未定 参加大学未定

１月 ９：００－１７：００ 福岡市民総合スポーツ大会 福岡県

２月 ９：００－１７：００ 九州国公立大学卓球大会 北九州市立総合体育館 参加大学未定

12/14-12/16 9:00-17:00 オール西日本卓球選手権大会



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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

綾馬事公苑 全国大会予選を兼ねる

6月（日時未定） 未定

9月（予定） ドリームワークス野球大会 未定

9月（予定） 秋季リーグ戦 未定 勝ち上がれば11月西日本大会出場

6月10日（予定）　 未定 一年生大会 伊都野球場 VS西南学院大学軟式野球部

5月20日（予定） 未定 春季リーグ戦　決勝トーナメント 伊都野球場 勝ち上がれば8月の全国大会出場

6月2日-3日 ドリームワークス野球大会 唐津

7/2～7/7 未定 七大戦 九州大学 その他は未定です男子バスケットボール部

5/26,27 未定 福岡県大学バスケットボールリーグ戦 西南学院大

6月 未定 九州地区体育大会 未定

馬術部

6月2日、3日 1日目8:30～14:45、2日目9:00～11:30全国七大学総合体育大会 北海道大学馬術部練習場

未定（9月初旬か） 未定 夏季九州学生馬術大会

参加大学未定

7/2-7/7 未定 七大戦 北海道 旧帝国大学による総当たり戦女子バスケットボール部

５月 未定 平成30年度福岡県大学バスケットボール春季リーグ戦西南学院大学 参加大学未定

５月 未定 第23回全九州大学春季選手権大会 未定

9月～10月 未定 全九州大学バスケットボールリーグ 九州

12月 未定 三地区大学バスケットボールリーグ選手権 四国

8月11日㈯～8月17日㈮ 9:00～17:00 第57回全国七大学総合体育大会 北海道大学体育館

バドミントン部

5月25日㈮～5月28日㈪ 9:00～17:00 第58回九州学生バドミントンリーグ戦大会 加世田市体育館

6月21日㈭～6月27日㈬ 9:00～17:00 第67回九州学生バドミントン選手権 久留米総合スポーツセンター体育館

９月 未定 第24回全九州バスケットボールリーグ戦 未定 参加大学未定

12月 未定 第54回三地区大学バスケットボール選手権大会 愛媛 参加大学未定

11月23日㈮～11月29日㈭ 9:00～17:00 第57回中国・四国・九州学生バドミントン選手権大会 北海道

12月17日㈪～12月21日㈮ 9:00～17:00 第68回福岡県学生バドミントン秋季リーグ戦 大分県

9月2日㈰～9月11日㈫ 9:00～17:00 第58回西日本学生バドミントン選手権大会 沖縄、那覇市民体育館

9月23日㈯～9月24日㈰ 9:00～17:00 第56回福岡県学生新人戦 福岡県

10月下旬 平成30年度九州大学秋季バレーボール男子リーグ

女子バレーボール部 インカレバレーボール競技

男子バレー部

7/7.8 九州インカレ 熊本県立総合体育館

8/13～18 七大戦 福岡市民体育館



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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

ラグビー部
１０月６日（土）

vs日本文理大学

以下に詳細を記述

１５：００キックオフ

１５：００キックオフ

１３：００キックオフ 福岡

福岡

１１月３日(土) 順位による

１１月１１日(土) 順位による

１２月９日（日） Ⅱ部リーグの1位、2位１３：００キックオフ

未定

未定

未定

未定

未定

vs志學館大学

１０月１３日（土） vs西南学院大学

１０月２８日（日） vs鹿児島大学

１５：００キックオフ

１３：００キックオフ

１３：００キックオフ

１３：００キックオフ

鹿児島

福岡

福岡

福岡９月２９日（土） vs福岡大学

フェンシング部 八月末 未定 七帝戦 東北大学

11月２４〜25日 福岡県選手権 福岡

ハンドボール部

6月２４日、7月1日 九州地区大学体育大会 福岡

8月２６〜30日 九州学生リーグ秋季 沖縄

10月25日～10月28日 第96回全日本選手権大会 埼玉県戸田市戸田ボートコース

7月13日～7月15日 国民体育大会九州ブロック予選 鹿児島県輝北ダム

9月30日～10月3日 第71回国民体育大会ボート競技 福井県美浜町久々子湖ボート場

９月８日（土） vs福岡工業大学

９月１５日（土）

漕艇部

8月11日～8月12日 平成30年度関西選手権 大阪府浜寺ボート場

9月6日～9月9日 第45回全日本大学選手権大会 埼玉県戸田市戸田ボートコース

11月24(土)、25日(日) 未定 第19回九州学生　　室内アーチェリー選手権大会 長崎県長崎市　長崎県立総合体育館 九州大、福岡大、九産大、長崎国際大、西南大など参加予定

９月１日(土)～１２月９日(日) 九州学生Ⅰ部リーグ戦

福岡

各地

参加大学
福岡大・福岡工業大・九州共立大・日本文理大
九州大・鹿児島大・西南大・志學館大
以上８校

九州大、福岡大、九産大、西南大、福工大など参加予定

10月13(土)、14日(日) 未定 第53回九州学生アーチェリー　　新人選手権大会 長崎県佐世保市総合グラウンド　アーチェリー場 九州大、福岡大、九産大、西南大、福工大など参加予定

洋弓部

8月23(木)、24日(金) 未定
第53回九州学生アーチェリー　　夏季個人選手権大
会

熊本県菊陽町　杉並木公園スポーツ広場 九州大、福岡大、九産大、長崎国際大、西南大など参加予定

9月23日(日) 未定 九州学生アーチェリー連盟　　　新人5校戦 福岡県福岡市城南区　福岡大学射場

９月１日（土） vs九州共立大学



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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

トライアスロン部

未定

９：００～１７：００

島原市

平和台陸上競技場

島原市営陸上競技場

第30回錬心舘福岡県空手道選手権大会 春日市総合スポーツセンター

福岡県

7月２８(土)～２９日(日) ９：００～１７：００ 札幌厚別公園陸上競技場

９月１４(金)～１６日(日) ９：００～１７：００

七大学対校選手権大会

5月26，27日 地区交流戦 西南学院大学田尻グリーンフィールド男子ラクロス部

7-9月 九州学生ラクロスリーグ 平和台競技場他

9月4-6日 七大戦 北海道大学

九州陸上選手権大会

１０月１３(土)～１４(日) 九州学生新人大会

１２月１日(土) 島原駅伝

陸上競技部

福岡鹿児島間タイムトライアル 鹿児島

久留米

未定（例年は11月） 未定 第31回錬心舘北部九州空手道選手権大会 未定

九州一周リレー 九州地方全域

女子ラクロス部

7/14.15.16 七大戦 北海道

8月~10月 九州学生リーグ戦

錬心舘空手部 未定（例年は11月） 未定 第31回錬心舘北部九州空手道選手権大会 未定

4月30日(日) 10:00開始

11月中旬 ツールド沖縄 沖縄本島

サイクリン同好会

6月10日 壱岐サイクルフェスティバル 壱岐

6月30日 夜間走行会

ワンダーフォーゲル部

8月中 未定 夏合宿 唐津

11月中 未定 秋合宿 島原

8月26日 全日本マウンテンサイクリングin乗鞍 長野県乗鞍

9月15日

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

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 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

6月3日（日） 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

6月10日（日） 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

7月15日 博多祇園山笠 博多

1月26日 糸島牡蠣ツーリング 糸島

1月下旬 指宿菜の花マラソン 鹿児島県指宿

9月21日

7月1日（日） 9：30開始 はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン 広島県廿日市市

7月15日（日） 9：00開始 長崎西海トライアスロン 長崎県西海市 九州・沖縄学生トライアスロン選手権



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

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

トライアスロン部

11月4日（日） 9：00開始 ITUトライアスロンワールドカップ宮崎 宮崎県宮崎市 ＪＴＵエイジランキング対象大会

12月9日（日） 9：00開始

8月31日 終日

終日 7大学水球競技大会 筑波大学

12月2日 終日 九州フェスティバル

9月16日（日） 9：00開始 福岡トライアスロンフェスタ 福岡市海ノ中道海浜公園

8月26日（日） 6：00開始 紫川アクアスロン 福岡県北九州市小倉北区

9月2日（日） 6：00開始 佐渡国際トライアスロン 新潟県佐渡市佐和田地区

JAPAN CUP 高崎アリーナ

３月初旬 終日 全国国公立水球競技大会

チアリーディング同好会

7月8日 終日 九州大会 福岡国際センター

9月7～9日 終日 第94回日本学生選手権水泳競技大会

水球同好会

7月21日 終日 第９４回インカレ九州予選 相模原市総合水泳場

８月３週目辺

福岡市民体育館

12月15日 終日 学生選手権 高崎アリーナ

ハンググライダー愛好会 2018年8月29日～31日 終日 nasa STUDENT CUP 2018 茨城県石岡市足尾山エリア

青島太平洋マラソン 宮崎県宮崎市

10月21日（日） 8：00開始 日本学生スプリントトライアスロン選手権 群馬県渡良瀬遊水地 トライアスロン・チームタイムトライアル選手権大会

9月9日（日） 7：30開始 日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 香川県観音寺市


