
【競 技 日 程       】 

 

○９月１１日（木） 

  綾てるはドーム Ａコート 綾てるはドーム Ｂコート 

1. 09:30〜10:40 （１部） 福岡大 vs.九産大 （２部） 九州大 vs.鹿国大 

2. 11:00〜12:10 （１部） 名桜大 vs.福教大 （４部） 北九大 vs.崇城大 

3. 12:30〜13:40 （１部） 福国大 vs.鹿  大 （２部） 沖国大 vs.熊本大 

4. 14:00〜15:10 （女１部） 福岡大 vs.熊本大 （２部） 九共大 vs.佐賀大 

5. 15:30〜16:40 （女１部） 名桜大 vs.沖国大 （４部） 久留大 vs.崇城大 

6. 17:00～18:10 （女１部） 福教大 vｓ.鹿  大 （２部） 熊県大 vs.九工大 

 

  綾てるはドーム C コート 

1. 09:30〜10:40 （３部） 長崎大 vs.大分大 

2. 11:00〜12:10 （３部） 宮崎大 vs.西南大 

3. 12:30〜13:40 （３部） 琉球大 vs.鹿大医 

4. 14:00〜15:10 （女２部） 琉球大 vs.北九大 
5. 15:30〜16:40 （女２部） 宮崎大 vs.九共大 
6. 17:00～18:10 （女２部） 西南大 vs.佐賀大 

 

 

○９月１２日（金） 

  綾てるはドーム Ａコート 綾てるはドーム Ｂコート 

1. 09:30〜10:40 （１部） 福岡大 vs.鹿  大 （２部） 九州大 vs.熊本大 

2. 11:00〜12:10 （１部） 名桜大 vs.福国大 （２部） 九共大 vs.沖国大 

3. 12:30〜13:40 （１部） 福教大 vs.九産大 （２部） 佐賀大 vs.鹿国大 

4. 14:00〜15:10 （女１部） 福岡大 vs.沖国大 （４部） 熊県大 vs.久留大 

5. 15:30〜16:40 （女１部） 鹿  大 vs.熊本大 （４部） 北九大 vs.九工大 

6. 17:00～18:10 （女１部） 福教大 vｓ.名桜大   

 

  綾てるはドーム C コート 

1. 09:30〜10:40 （３部） 長崎大 vs.鹿大医 

2. 11:00〜12:10 （３部） 宮崎大 vs.琉球大 

3. 12:30〜13:40 （３部） 西南大 vs.大分大 

4. 14:00〜15:10 （女２部） 琉球大 vs.佐賀大 
5. 15:30〜16:40 （女２部） 宮崎大 vs.西南大 
6. 17:00～18:10 （女２部） 九共大 vs.北九大 

 



 

 

 

○９月１３日（土） 

  綾てるはドーム Ａコート 綾てるはドーム Ｂコート 

1. 09:30〜10:40 （１部） 福岡大 vs.福教大 （２部） 九州大 vs.佐賀大 

2. 11:00〜12:10 （１部） 名桜大 vs.鹿  大 （２部） 九共大 vs.熊本大 

3. 12:30〜13:40 （１部） 福国大 vs.九産大 （２部） 沖国大 vs.鹿国大 

4. 14:00〜15:10 （女１部） 福岡大 vs.鹿  大 （４部） 北九大 vs.久留大 

5. 15:30〜16:40 （女１部） 名桜大 vs.熊本大 （４部） 熊県大 vs.崇城大 

6. 17:00～18:10 （女１部） 福教大 vs.沖国大   

 

  綾てるはドーム C コート 

1. 09:30〜10:40 （３部） 長崎大 vs.西南大 

2. 11:00〜12:10 （３部） 宮崎大 vs.鹿大医 

3. 12:30〜13:40 （３部） 琉球大 vs.大分大 

4. 14:00〜15:10 （女２部） 琉球大 vs.九共大 
5. 15:30〜16:40 （女２部） 宮崎大 vs.佐賀大 
6. 17:00～18:10 （女２部） 西南大 vs.北九大 

 

 

○９月１４日（日） 

  綾てるはドーム Ａコート 綾てるはドーム Ｂコート 

1. 09:30〜10:40 （１部） 福岡大 vs.福国大 （２部） 九州大 vs.沖国大 

2. 11:00〜12:10 （１部） 名桜大 vs.九産大 （４部） 九工大 vs.崇城大 

3. 12:30〜13:40 （１部） 福教大 vs.鹿  大 （２部） 九共大 vs.鹿国大 

4. 14:00〜15:10 （女１部） 福岡大 vs.名桜大 （２部） 佐賀大 vs.熊本大 

5. 15:30〜16:40 （女１部） 福教大 vs.熊本大 （４部） 久留大 vs.九工大 

6. 17:00～18:10 （女１部） 鹿  大 vｓ.沖国大 （４部） 熊県大 vs.北九大 

 

  綾てるはドーム C コート 

1. 09:30〜10:40 （３部） 長崎大 vs.琉球大 

2. 11:00〜12:10 （３部） 宮崎大 vs.大分大 

3. 12:30〜13:40 （３部） 西南大 vs.鹿大医 

4. 14:00〜15:10 （女２部） 琉球大 vs.西南大 
5. 15:30〜16:40 （女２部） 宮崎大 vs.北九大 
6. 17:00～18:10 （女２部） 九共大 vs.佐賀大 

 



 

 

 

○９月１５日（月） 

 

  綾てるはドーム Ａコート 綾てるはドーム Ｂコート 

1. 09:00〜10:10 （１部） 鹿  大 vs.九産大 （２部） 九州大 vs.九共大 

2. 10:30〜11:40 （１部） 福国大 vs.福教大 （２部） 沖国大 vs.佐賀大 

3. 12:00〜13:10 （女１部） 名桜大 vs.鹿  大 （３部） 長崎大 vs.宮崎大 

4. 13:30〜14:40 （女１部） 福岡大 vs.福教大 （２部） 熊本大 vs.鹿国大 

5. 15:00〜16:10 （１部） 福岡大 vs.名桜大 （女２部） 佐賀大 vs.北九大 

 

  綾てるはドーム Ｃコート 

1. 09:00〜10:10 （３部） 琉球大 vs.西南大 

2. 10:30〜11:40 （女２部） 琉球大 vs.宮崎大 
3. 12:00〜13:10 （女１部） 沖国大 vs.熊本大 
4. 13:30〜14:40 （３部） 鹿大医 vs.大分大 

5. 15:00〜16:10 （女２部） 西南大 vs.九共大 
 

16：40〜 閉会式 

 

□入替戦 

  綾てるはドーム Ａコート 綾てるはドーム Ｂコート 

 17:30〜18:40 １部５位 vs.２部２位 ２部５位 vs.３部２位 

 18:50〜20:00 ３部５位 vs.４部２位  

 

  綾てるはドーム Ｃコート 
 17:30〜18:40 <女子>１部５位 vs.２部２位 

 

 


