
平成29年度体育系公認学生団体　対外試合等一覧

福岡大学 新入生のみ

10月7日(土)

12月 三地区大学バスケットボール選手権大会広島（予定）未定

9月11・18・21日　10月1日 10：00開始

軟式野球部 7月16日（日） 10：00開始 1年生大会 九州大学伊都野球場 九州学生軟式野球連盟（決勝戦等期日未定）

西日本大会出場予選リーグ戦 九州大学伊都野球場 九州学生軟式野球連盟（決勝戦等期日未定）

9月12・13日 10：00開始 ドリームワークスサマーベースボールフェスタ・別府ステージ別府市民球場ほか

不明 九州学生福岡県新人五校戦

未定(11月) 未定

未定(10月) 未定 西南学院大学定期戦 西南学院大学

熊本大学・長崎大学定期戦 長崎大学

男子バスケ部 9月2日（土）～10月22日（日）

未定(12月) 未定 西日本学生 未定（四国）

第24回全九州大学バスケットボールリーグ戦九州内の各会場未定

8月29日（火）～31日（木） 未定

卓球部 8月15日（火）～18日（金） 未定 全国国公立 ジップアリーナ岡山

全九州学生秋季卓球選手権大会 熊本県立総合体育館 全日本大学総合卓球選手権大会予選

11月4日(土) 未定

9月18日（月）～23日（土） 未定 七大戦卓球競技 名古屋大学第一体育館など 七大戦

全九州学生新人卓球選手権大会 博多体育館

10月21日～10月22日 未定 県民レガッタ 福岡県河内貯水池

関西秋季学生選手権 兵庫県加古川 関西圏内の大学が参加

12月23日 未定

11月23日 市民レガッタ 大濠公園 韓国のチームも参加予定

エルゴ大会 遠賀町コミュニティセンター

大会名 開催地 備　　考サークル名 時間期　日

未定

未定

10月6日～10月9日 未定

漕艇部 8月31日～9月3日 未定 全日本大学選手権 埼玉県戸田 全国大会・全国各地の大学が参加

国民体育大会 愛媛県玉川湖

11月3日～11月5日

水泳部 7月15日（土）・16日（日） １0：30開始 全国七大学総合体育大会水泳競技の部 愛知・豊橋アクアリーナ 七大戦

8月11日（金）・12日（土） 09：30開始 全国国公立大学選手権水泳競技大会 福井・敦賀市総合運動公園プール 国公立大学の全国大会

9月1日（金）～3日（日） 09：00開始 日本学生選手権水泳競技大会 大阪・東和薬品ラクタブドーム インカレ

9月3日（日） 不明 秋季福岡合同記録会 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

11月5日（日） 09：00開始 福岡県SC水泳大会 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

12月3日（日） 09：00開始 冬季福岡ジュニア記録認定水泳大会 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

12月17日（日） 09：30開始 冬季短水路公認記録会 福岡・総合西市民プール 九州地区大学の合同記録会

七大戦

洋弓部 8月24日(木)・25日(金) 不明 第56回九州学生夏季個人選手権 熊本県菊陽町杉並木公園スポーツ広場 インカレターゲット予選

9月1日(金)～3日(日) 不明 七大学戦アーチェリー競技 愛知学院大学日進キャンパス第3グラウンド

9月24日(日)

10月21日(土)・22日(日) 不明 第52回九州学生新人選手権大会 佐世保市総合グラウンドアーチェリー場 新入生のみ

11月25日(土)・26日(日) 不明 第18回九州学生
室内アーチェリー選手権大会

長崎市総合体育館 インカレインドア予選

不明 九州五国立大学定期戦 長崎市民アーチェリー場 日時変更の可能性あり(調整中)
九州大・長崎大含む数校が参加予定

10月8日(日) 不明 福岡市民アーチェリー大会 福岡市東区　蒲田レンジ



馬術部

12月2日(土)　 未定

合気道部 11月4日(土)　 未定

未定 未定

10月14日（土）〜15（日） 9:30開始

9月15日（金）〜17日（日）

10月29日（日） 10:00開始

芦原空手部 8月20日（日） 13:00開始

七大学対抗選手権大会 １日目　知多陸上競技場　２日目　パロマ瑞穂スタジアム七大戦

9:30開始 九州陸上選手権大会 久留米運動公園陸上競技場 九州の各大学が参加

九州学生新人大会 平和台陸上競技場 九州の各大学が参加

陸上競技部 7月29日（土）〜30日（日） 9:30開始

サークル名 期　日 時間 大会名 開催地 備　　考

島原駅伝 島原市 九州の各大学が参加

福岡県空手道選手権大会 福岡国際センター

武心杯九州空手道選手権大会 北九州市立若松武道場

新春馬場馬術大会

クリスマスホースショー

福岡県大会（障害飛越）

オータムホースショー

第45回九州大学・西南学院大学合同合気道演武会 西南学院大学　西南会館3階　大ホール

第37回全九州学生合気道連合会演武会 未定 九州大学、西南学院大学など、全九加盟大学が参加

とびうめ国体記念馬術大会 福岡馬術競技場

11月7日~11日、14日～17日 9:00開始 九州学生氷上競技連盟 福岡県立総合プール

12月３日～１０日ごろ 七大戦アイスホッケー競技 北海道　札幌市　月寒体育館 七大戦

アイスホッケー部 6月15日（木）～7月29日（土） パピオ杯サマーリーグ戦 パピオアイスアリーナ

１０月ごろ 福岡県民アイスホッケー大会 パピオアイスアリーナ

20:00開始

20:01開始

未定

11月12日（日）

11月19日（日）

11月26日（日）

12月3日（日）

アメフト部 9月3日（日）

9月18日（月）

10月7日（土）

10月15日（日）

10月28日（土） 14:00 kickoff 平和台陸上競技場 VS福岡教育大学

未定

全日本大学選手権

平和台陸上競技場

未定 東海地区

未定 東海地区

未定 関西地区

VS久留米大学

10：30 kickff 春日公園球技場 VS琉球大学

14：00 kickoff 平和台陸上競技場 VS福岡大学

16:30 kickoｆｆ 熊本総合運動公園 VS西南学院大学

16：30 kickoff

九州学生アメリカンフットボール
秋季リーグ

春日公園球技場

１１月１１日（土） 九州学連ステップアップ選手権 八女上陽ゴルフ倶楽部

１１月１２日（日） 九州学連新人戦 八女上陽ゴルフ倶楽部

未定

未定

ゴルフ部 ９月５日（火）～６日（水） 秋季リーグ戦 トムワトソンゴルフコース Aリーグ：九州東海大・長崎国際大・日本経済大・九州大、Bリーグ：九州産業大・日本文理大・福岡大・
西南学院大の計８大学が参加

９月１４日(木）～９月１５日（金） 七大戦ゴルフ競技 名古屋ゴルフクラブ和合コース 七大戦

未定

未定

サッカー部 9月23日(土) 13:15開始 九州大学サッカーリーグ後期 KIU Field 第5節

10月7日（土） 13:00開始 九州大学サッカーリーグ後期 福岡フットボールセンター 第6節

１１月１２日（日） 九州学連A・Bリーグ入替戦 八女上陽ゴルフ倶楽部 秋季リーグにおけるAリーグ４位とBリーグ１位が出場未定

11月4日（土） 11:00開始 九州大学サッカーリーグ後期 福岡フットボールセンター 第9節

11月18日（土） 14：00開始 九州大学サッカーリーグ後期 鹿児島県立サッカー場A 第10節

10月13日（金） 13:00開始 九州大学サッカーリーグ後期 福岡フットボールセンター 第7節

10月29日（日） 11:00開始 九州大学サッカーリーグ後期 妙田公園サッカー場 第8節

11月25日（土） 12:45開始 九州大学サッカーリーグ後期 福岡フットボールセンター 第11節

七大戦

平成30年3/3,4

平成30年2/17,18

12/23,24

10/28,29

10/21,22

9/9～9/10

福岡馬術競技場

福岡馬術競技場

福岡馬術競技場

福岡馬術競技場

福岡馬術競技場



9月3日（日） 9:00開始 月例 サンビレッジ茜

9月17日（日） 9:00開始 理事長杯 サンビレッジ茜

スキー部 8月6日（日） 9:00開始 月例 サンビレッジ茜

サークル名 期　日 時間 大会名 開催地 備　　考

11月12日（日） 9:00開始 月例 サンビレッジ茜

11月26日（日） 9:00開始 月例 サンビレッジ茜

10月1日（日） 7：00開始 天橋立ローラースキー大会 京都府宮津市日置・下世屋

10月8日（日） 9:00開始 月例 サンビレッジ茜

9月19日(火)～21日(木) 全九州夏季国公立大会 八代市スポーツコミュニティ広場 全九州の国公立大学

9月31日(土)・10月1日(日) ナガセケンコー杯争奪全九州学生ソフトテニス大会福岡県営名島運動公園テニスコート 全九州リーグ２部以下に所属している大学のみ参加資格があるので、女子のみ参加

12月末～1月初旬 開始時間未定 国立九大学スキー選手権大会 野沢温泉 東北大・東京大・東京工業大・一橋大・名古屋大・京都大・大阪大・神戸大・九州大の9大から参加

ソフトテニス部 8月29日(火）～9月1日(金) 七大学戦ソフトテニス競技 名古屋市瑞穂運動場 七大戦

テコンドー部 ８月２７日（日） 一年生大会 熊本大学

１０月８日（日） 西日本大会 福岡（会場は未定）

10時開始

10月14日(土)～18日(水) 全九州学生ソフトテニス秋季リーグ戦大会宮崎県　生目の杜テニスコート 全九州の大学

11月5日(日) 学生選手権新進大会 福岡大学テニスコート 個人戦

トライアスロン部 9月2日 8:00開始 日本学生選手権 香川県観音寺市

9月17日 8:00開始 福岡トライアスロンフェスタ 海の中道

１０月２２日（日） 学生大会 熊本学園大学 熊本学園大学、熊本大学、福岡大学、九州大学、崇城大学が参加

11月5日 8:00開始 宮崎ワールドカップ 宮崎県

ハンググライダー愛好会 11月中旬 都城市金御岳杯南九州ハンググライダー記念大会宮崎県都城市金御岳

10月15日 8:00開始 日本選手権 東京都港区お台場

10月22日 8:00開始 日本学生スプリント選手権 群馬県渡良瀬遊水地

十二月 福岡選手権大会 福岡大学第二記念講堂

ハンドボール部 8/13～8/19 七大戦 中スポーツセンター13.15～18北スポーツセンター14ブラザー工業体育館19七大戦

8/26～8/30 九州学生ハンドボールリーグ秋季大会 綾てるはドーム

１０月 秋季九州リーグ 九州大学卓球場 熊本大・大分大・長崎大・広島大・西南大・修道大等からの参加

１１月 西日本新人戦 神戸大学内体育館

フェンシング部 ８月１８日（金）・１９日（土） 七大学戦フェンシング競技 京都大学内体育館サブフロア 七大戦

８月２１日（月）～２６日（土） 全国国公立フェンシング選手権大会 京都大学内体育館サブフロア

8月19〜23日 10時頃 全日本470選手権 江ノ島ヨットハーバー 九州大学からは4艇参加

9月2、3日 10時頃 九州スナイプ選手権 平川ヨットハーバー 九州大学からは4艇参加

ヨット部 7月15日〜7月18日 10時頃 七大学戦ヨット競技 福岡市ヨットハーバー 七大戦

８月11日〜14日 10時頃 全日本学生ヨット選手権大会個人戦 海陽ヨットハーバー 九州大学からは470級１艇、スナイプ級4艇が参加

9月22日〜24日 10時頃 九州学生ヨット選手権大会団体戦 福岡市ヨットハーバー 全日本学生ヨット選手権大会の九州予選

11月1日〜5日 10時頃 全日本学生ヨット選手権大会団体戦 若狭和田マリーナ 参加大学未定

9月7日〜10日 10時頃 プレ国体 若狭和田マリーナ 九州大学からは8艇参加

9月14日〜17日 10時頃 全日本女子ヨット選手権大会 葉山マリーナ 九州大学からは2艇参加

9月17日(日) 15:00キックオフ vs鹿児島大学 春日公園球戯場

9月23日(土) 13:00キックオフ vs福岡工業大学 福岡大学

ラグビー部 9月9日(土）～12月3日(土） 以下に詳細を記述 九州学生Ⅰ部リーグ戦 各地 参加大学
福岡大・福岡工業大・九州共立大・九州大・西南学院大・鹿児島大・日本文理大・志

9月9日(土） 15:00キックオフ vs福岡大学 福岡大学

10月22日(日) 12:00キックオフ vs志學館大学 鹿児島

10月28日(土） 13:00キックオフ vs日本文理大学 大分

9月30日(土) 15:00キックオフ vs九州共立大学 春日公園球戯場

10月14日(土) 15:00キックオフ vs西南学院大学 田尻グリーンフィールド

12月2日(土) 順位が7位，8位の場合開催 Ⅱ部リーグの1位，2位 未定 以上が九州学生Ⅰ部リーグ戦

12月中旬 未定 京都大学との定期戦 京都大学 毎年12月に行う定期戦で，今年は京都大学まで遠征

11月11日(土) 順位による 順位による 順位による

11月19日(日) 順位による 順位による 順位による



弓道部 ８月１２㈯～１３日㈪ 全日本学生弓道選手権大会 グリーンアリーナ神戸

８月24㈭～２５日㈮ 七大学戦弓道競技女子の部 名古屋大学弓道場 七大戦

芦原空手部 8月20日（日） 福岡県空手道選手権大会 福岡国際センター

10月29日（日） 武心杯九州空手道選手権大会 北九州市立若松武道場

１０月４日～６日 九州学生弓道選手権大会 福岡市民体育館

８月２６日㈯～２８日㈪ 七大学戦弓道競技男子の部 名古屋大学弓道場 七大戦

練習試合 福岡大学

10月22日（日） 第66回全九州大学空手道選手権大会 西南学院大学 第61回全日本大学空手道選手権大会　九州予選

不明 全国国公立大会 不明

第44回福岡市空手道綜合演武大会 九電記念体育館空手道部 8月27日（日）

練習試合

福岡市学生弓道選手権大会

指宿学生弓道新人大会

9月9日（土） 未定 全九州学生剣道大会
全九州女子学生剣道大会

未定

10月 予定なし

剣道部 7月17日(月・祝) 9:30開始 七大学戦剣道競技 愛知県武道館 七大戦

8月 予定なし

7月17日（日） 10:00 練習試合 貝塚野球場

7月23日（日） 10:00 練習試合 貝塚野球場

11月26日（日） 未定 九州インカレ 九州国際大学　平野記念館アリーナ

硬式野球部 7月16日（日） 10:00 練習試合 貝塚野球場

8月18日（金） 10:00 練習試合 福教大野球場

8月21日（月） 10:00 練習試合 貝塚野球場

8月10日（木）～12日（土） 時間未定 七大戦 刈谷球場、瑞穂球場、名古屋大学山の上野球場 七大戦

8月16日（水） 時間未定 練習試合 近大産業理工学部野球場

硬式野球部 9月2日（土）～10月1日（日）　毎週土日
第一試合　9：00　第二試合　１１：30
第三試合　14：00

九州六大学野球　平成29年秋季リーグ戦筑豊緑地球場、春日球場、光陵グリーンスタジアム、桧原球場 福岡大、九国大、久留米大、北九大、西南大

8月23日（水） 13:00 練習試合 日経大野球場

8月26日（土） 10:00 練習試合 西工大野球場

第45回九州大学・西南学院大学合同合気道演武会 西南学院大学　西南会館3階　大ホール

第37回全九州学生合気道連合会演武会 未定 九州大学、西南学院大学など、全九加盟大学が参加

航空部 9月16日(土)～19日(月)、23日(土)～26日(火) インカレ 久住滑空場 九州大・九州工業大・福岡大・熊本大・日本文理大が参加

航空部 10月28日(土)～30日(月)、11月3日(金)～5日(日) 日本学生航空連盟西部支部グライダー競技会 久住滑空場 九州大・九州工業大・福岡大・熊本大・日本文理大が参加

サークル名 期　日 時間 大会名 開催地 備　　考

合気道部 7月～10月 予定なし

11月4日(土)

12月2日(土)



サークル名 期　日 大会名 開催地 備　　考

9月12日(火) 不明 七大学戦ジムカーナ 愛知県岡崎市　キョウセイドライバーランド 七大戦

9月14日(木) 不明 七大戦ダートトライアル 福井県南条郡　オートパーク今庄 七大戦

自動車部 8月 予定なし

9月2日(土)・3日(日) 不明 全九州学生ラリー大会 未定 参加大学未定

９月 未定 第２４回全九州バスケットボールリーグ戦九州内 期日・開催地未定
九州内大学によるリーグ戦（現在３部）

未定（10月22日等） 9:00開始 秋季全九州学生ジムカーナ大会 福岡県福津市　SPEED PARK恋の浦 参加大学未定

女子バスケ部 ８月１０日（木） 未定 練習試合 相手校 相手校未定

筑紫女学園大学 日時未定
参加大学未定

女子バレーボール部 8月１０日(木)

８月１３日(日)～１７日(木)

９月

１０月２７日(金)～２９日(日)

１１月

１１月初旬 未定 バスケットボール学内戦 九州大学伊都総合体育館 詳細未定
九州大学所属者より参加者募集

１２月初旬 未定 第５３回三地区大学バスケットボール選手権大会広島県内 期日・開催地未定
中国四国九州地方の大学生によるトーナメント戦

女子ラクロス部 7月15日（土）～7月17日（月） 1日目10：30、2日目以降8：30 七大学戦ラクロス女子競技 名古屋大学陸上競技場、野球場 七大戦

8月12日（土） 11:00開始 リーグ戦 青嵐グラウンド ｖｓ福岡教育大学

１２月

練習試合 福岡女子大学体育施設

七大戦バレーボール競技 １３日～１５日：露橋スポーツセンター
１６・１７日：北スポーツセンター

七大戦

大会予定なし、練習試合未定

九州大学秋季バレーボール女子リーグ 熊本県(人吉市)

大会予定なし、練習試合未定

定期戦

貝塚グラウンド ｖｓ筑紫女学園大学

8月26日（土） 10：00開始 貝塚グラウンド ｖｓ北九州市立大学

9月9日（土） 14：00開始 舞鶴公園球技場 ｖｓ福岡女学院大学

8月19日（土） 10：00開始 春日グラウンド ｖｓ久留米大学

8月20日（日） 13：00開始 福岡教育大学グラウンド ｖｓ中村学園大学

12月　日付未定 ユース交流戦 名古屋 一年生対象

10月7日（土） 13：00開始 未定 ｖｓ西南学院大学

11月予定なし

9月16日（土）

水球部 8月26日（土）～27日（日） 七大学戦水球競技 名古屋口論義公園温水プール 七大戦

体操部 9月14日（木）～16日（土） 9:00開始 七大学戦体操競技 三重県営サンアリーナ 七大戦

10：00開始 平和台陸上競技場 ｖｓ福岡大学

9月30日（土） 10：00開始

8月19日 リーグ戦 春日公園 15：00～

9月1日～3日 七帝戦 名古屋大学山之上グラウンド 七大戦

体操部 10月下旬 九州学生体操新人大会 佐賀県総合体育館 日程、参加大学など未定

男子ラクロス部 8月13日 リーグ戦 田尻グラウンド 10:00～

伊都陸上競技場 15：00～

10月7日 リーグ戦 伊都陸上競技場 10：00～

9月10日 リーグ戦 伊都陸上競技場 12：30～

9月23日 リーグ戦 御井グラウンド 10：00～

10月28日 リーグ戦決勝 春日公園

10月14日 リーグ戦 青嵐グラウンド 10：00～

10月21日 リーグ戦準決勝

9月30日 リーグ戦

時間


