
未定

早朝スタート

2018/1/27(土) 定期演奏会 福岡市民会館

地学研究部 9月未定 櫻野小学校への出前授業 福岡県 小学5年生への天体の授業

未定

13時会場　14時開演

吹奏楽団 2017/9/8(金) 九州大学吹奏楽連盟合同コンサート福岡市民会館

2017/9/27(水) KUSBまちかどコンサート(仮) 天神大丸パサージュ広場

17時30分～20時10分

鳥人間チーム ７月29日(土) 鳥人間コンテスト 滋賀県彦根市松原水泳場

九大フィルハーモニー・オーケストラ8月31日（木）
九大フィルハーモニー・オーケストラ／
京都大学交響楽団ジョイントコンサート アクロス福岡シンフォニーホール 京都大学交響楽団との2大学合同演奏会

未定

17時開場　18時開演

12月16日（土）
九大フィルハーモニー・オーケストラ
第199回定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール

8月 テスト走行会 未定
自動車技術会九州支部試走会
九州大・九州工大・久留米工大・崇城大・北九大・西日本工

未定

未定

9月5日（火）～9月9日（土） 第15回全日本学生フォーミュラ大会 静岡県小笠山総合運動公園(エコパ)
世界大会の日本グランプリ
世界から計98校が参加（日本: 75校　海外: 23校）

化学研究部 8月7日（月） 夏の自由研究教室 さいとぴあ 近隣の小学生を対象にした科学教室の開催

10時開始

14時～16時

学生フォーミュラ 7月22日（土） テスト走行会 恋の浦スピードパーク　ドリフト場
自動車技術会九州支部試走会
九州大・九州工大・久留米工大・崇城大・北九大・西日本工

10月 学生王座戦（予選） 日本棋院はかた駅囲碁広場支部

10時開始

10時開始

11月18日（土） 秋季団体戦 九州大学伊都キャンパス

9月9日（土）・10日（日） 学生最強位戦決勝大会 静岡県熱海市

９時３０分開始

未定

9月2日（土） 学生十傑戦（予選） 日本棋院はかた駅囲碁広場支部

囲碁部 8月23日（水）・27日（日） 学生最強位戦（予選） インターネット対局

未定

10時開始

9月6日（水） 九州中四国対抗戦 日本棋院はかた駅囲碁広場支部

10月7日(土)～8日(日) サイエンスワールド 九州大学内ウエスト４号館ピロティー

１０月未定 10時開始 市民まつり 糸島交流プラザ志摩館

ロボコンチーム ８月26日(土) 九州夏ロボコン 九州大学内ウエスト４号館304号室

９月10日(日) 第7回キャチロボバトルコンテスト 株式会社京都製作所・本社

10時開始

13時開始

ICPCチャレンジ部 12月16日(土)〜17日(日) ACM-ICPC アジアつくば大会2017 つくばカピオ
ACM-ICPCアジアつくば大会の本選
7月の国内予選を勝ち抜いた約40チームが参加する

ギターアンサンブル部 12月17日（日） 第45回定期演奏会 ももちパレス

未定

未定

未定

10月28日(土)～30日(月) Hong Kong Debate Open 2017 香港 国際大会

11月25日(土) 第68回ギャロット杯争奪英語弁論大会 西南学院大学

未定

未定

平成29年度文化系公認学生団体　対外試合等一覧

サークル名 期　日 大会名 開催地 備　　考

英語研究部(ESS) 8月19日(土)・20日(日) Kyushu Debate Open 九州大学伊都キャンパス 日本で唯一のBPスタイル国際大会

時　間

未定

8月23日(水)・24日(木) 8th　Icho Cup 東京大学 NAスタイル1年生大会

9月23日(土)・24日(日) JPDU Autumn Tournament 立命館大学 びわこ・くさつキャンパス

未定



九大謎解き企画 主に九州地区から社会人・学生サークルが集まり、

謎解きゲームを出店する

全国各地から社会人・学生サークルが集まり、

謎解きゲームを出店する

二足歩行ロボット格闘競技大会九州大会

8月(日程未定) 九州ロボット練習会 福岡県ロボスクエア 九州地区の社会人、学生による練習試合

9月23日（土）、24日（日）
MISUMI presents 第31回
ROBO-ONE/MISUMI presents第15回

神奈川県立青少年センター 二足歩行ロボット格闘競技大会世界大会

9月(日程未定) 九州ロボット練習会 福岡県ロボスクエア 九州地区の社会人、学生による練習試合

10時開始

10時開始

10時開始

9時開始

8月27日（日） YOKAロボまつり５２ 福岡県ロボスクエア

11月(日程未定) 九州ロボット練習会 福岡県ロボスクエア 九州地区の社会人、学生による練習試合

10月(日程未定) 九州ロボット練習会 福岡県ロボスクエア 九州地区の社会人、学生による練習試合

10時開始

10時開始

ヒューマノイドプロジェクト 二足歩行ロボットによるサッカー大会10時開始7月23日（日） YOKAロボまつり５１　KHRサッカー 福岡県ロボスクエア

12月(日程未定) YOKAロボまつり５２ 福岡県ロボスクエア 二足歩行ロボット格闘競技大会九州大会

12月(日程未定) 九州ロボット練習会 福岡県ロボスクエア 九州地区の社会人、学生による練習試合10時開始

10時開始

映画研究部 10月7日（土）・8日（日） 9時(予定) 九大祭 伊都キャンパス 九大映研自主製作映画上映会

12月9日（土）・10日（日） 未定 福岡シネマフェスティバル 福岡アジア美術館 福岡6大学（(九大・九工大・九産大・福大・西南・女学院）の学生による自主製作映画の上映会

Quest

10月29日予定 福岡女子大学学祭デモ 福岡女子大学

未定

未定

未定

13時開始

未定

未定

未定

未定

未定

８月２７日（日） 博多なぞサミット 福岡県　サンレイクかすや

１１月４日（土） ナゾガク2017秋 東京都　玉井病院スタジオ

サークル名

福岡工業大学

12月23日（土）
第5回全国競技かるた
山口大会D、E級 山口県立下関武道館

8月26日（土） 学生選手権D級 江戸川区スポーツセンター（東京都）

九州大学邦楽部 12月23日（土） 第三十回定期演奏会 福岡市　城南市民センター 城南市民センターにて、部の演奏会をします。

民族舞踊研究会 8月15日～8月18日 夏の大会 兵庫県　やしろ会館

10月30日予定 筑紫女学園大学学祭デモ 筑紫女学園大学

未定

未定

未定

未定模型部 11月2日・3日 福岡工業大学文化祭に出品予定

12月24日（日） 第5回全国競技かるた山口大会A、B、C級 山口県立下関武道館

10月29日（日）
第35回小倉百人一首かるた競技
宮崎大会 KIRISHIMAツワブキ武道館（宮崎県）

11月26日（日） 第46回全国競技かるた宇佐神宮大会 大分市コンパルホール（大分県）

未定

未定

9月17日（日） 第6回朝倉大会 サンライズ杷木（福岡県）

美術部 9月15日（金） ヌードデッサン会 レンタルスペースヨカラボ モデルを依頼して部員でデッサン会を開催。

百人一首愛好会 8月12日（土）・13日（日） 大学選手権 近江神宮（滋賀県） 12日に個人戦、13日に団体戦

期　日 大会名 開催地 備　　考時　間

クイズ研究会

12月某日（未定） 未定 第2回 九熊交流戦 未定 九州大学・熊本大学のクイズ研究会員による交流試合

10月15日（日） 未定 mono-series’17 福岡 福岡県某所（未定）

11月25日（土） 11時開始 熊本クイズオープン2017 熊本市 桜の馬場・城彩苑

8月19日（土） 11時開始 STU ⅩⅧ 東京都江戸川区 小岩アーバンプラザ



12月16日(土)〜17日(日) 時間未定未定 ACM-ICPC アジアつくば大会2017 つくばカピオ
ACM-ICPCアジアつくば大会の本選
7月の国内予選を勝ち抜いた約40チームが参加する

九州大学環境サークルEcoa 10月7日（土）・8日（日） 9時～19時 第70回九大祭 九州大学伊都キャンパス

ICPCチャレンジ部 7月14日(金)16:30〜19:30 16時30分〜19時30分 ACM-ICPC アジアつくば大会2017 国内予選九州大学ウエスト2号館
ACM-ICPCアジアつくば大会のオンライン予選
全国の大学から約400チームが参加する

サークル名 期　日 大会名 開催地 備　　考時　間

PLANET-Q 8月15日（火）～25日（土） 能代宇宙イベント 秋田県能代市未定

PLANET-Q 10月7日（土）8日（日） 未定 サイエンスワールド 伊都キャンパス

演劇部 7月15日,16日

10月6日7日

3月5日～8日

8月30日,31日

前期定期公演未定

未定

未定

未定

ぽんプラザホール
九州大学演劇部が毎年行う外部での定期公演(15日19:00
～、16日13:00～17:00～)

学祭大テント公演 九州大学伊都キャンパス
九州大学演劇部が毎年行う九大祭に合わせた
テント内での講演(時間は未定)

後期定期公演 甘棠館劇場
九州大学演劇部が毎年行う外部での定期公演
(時間は未定)

福岡演劇祭 ももち文化センター 九州大学演劇部一部の部員が参加(時間は未定)

10月14日（土） 未定 世界一行きたい科学広場inふくおか2019福岡市立舞鶴中学校・体育館 工作教室を開きます

次世代ものづくりプロジェクト9月10日(日) 10時開始 キャチロボバトルコンテスト 株式会社京都製作所
全国の大学と競います
次世代ものづくりプロジェクトからは3チーム出場予定

9月24日（日） 10時開始 コミュニティカフェよりあい処プロジェクト「紙コップロボット工作教室」グリーンコープ糸島店 工作教室を開きます

将棋部 7月9日（日） 21時開始 練習試合　団体戦（広島大学） 各自宅（ネット通信対戦）
定期的に開催している。ネット上で観戦可能。
福岡大・九州東海大・熊本大・宮崎大・九州大の5大から参加

8月21日（月）〜24日（木） 9時開始 西日本学生将棋大会　団体戦・個人戦京都府　龍谷大学 各地区予選優勝校・準優勝校が参加、個人戦は選抜メンバーが参加

8月11日（金・祝） 10時開始 九大将棋部現役OBOG交流会2017夏福岡県　西市民センター大会議室 過去に全国優勝経験のある先輩方に教えを請う

10月13~15日(土〜日) 10時開始 秋季九州学生将棋大会 福岡県　城南市民センター（予定） 全国大会予選

12月23〜26日 10時開始 学生王座戦・学生王将戦 三重県四日市市
全国大会　地区大会団体戦優勝校・
個人戦選抜者１名が参加

百人一首愛好会 8月12日（土）・13日（日） 10時開始 大学選手権 近江神宮（滋賀県） 12日に個人戦、13日に団体戦

8月26日（土） 10時開始 学生選手権D級 江戸川区スポーツセンター（東京都）

9月17日（日） 10時開始 第6回朝倉大会 サンライズ杷木（福岡県）

10月29日（日） 10時開始
第35回小倉百人一首かるた競技宮崎
大会

KIRISHIMAツワブキ武道館（宮崎県）

11月26日（日） 10時開始
第46回全国競技かるた宇佐神宮
大会

大分市コンパルホール（大分県）

12月23日（土） 10時開始
第5回全国競技かるた山口大会D、
E級

山口県立下関武道館

12月24日（日） 10時開始
第5回全国競技かるた山口大会A、
B、C級

山口県立下関武道館

バンド同好会 8月日は未定 未定 他サークル合同ライブ 福岡UTERO 音楽鑑賞部との合同ライブ

9月日は未定 未定 前週祭 周船寺MRT

11月日は未定 未定 オリジナルライブ 未定

12月日は未定 未定 年末ライブ 未定


