
競技時間

1 10:30～11:40 （男１部） 福岡大―福教大 （男２部） 九州大―佐賀大

2 11:55～13:05 （男１部） 名桜大―琉球大 （男４部） 九工大―大分大

3 13:20～14:30 （女１部） 福岡大―鹿児島大 （男３部） 宮崎大―北九大

4 14:45～15:55 （女１部） 福教大―琉球大 （男３部） 西南大―鹿大医

5 16:10～17:20 （女１部） 名桜大―沖国大 （男４部） 長崎大―長県大

6 17:35～18:45 （男１部） 鹿児島大―九共大 （男２部） 九産大―佐賀大

7 19:00～20:10 （女２部） 九共大―佐賀大 （男２部） 沖国大―熊本大

競技時間

1  9:30～10:40 （女１部） 福教大―名桜大 （男４部） 久留米大―長県大

2 10:55～12:05 （男１部） 福岡大―九共大 （男４部） 長崎大―大分大

3 12:20～13:30 （女１部） 琉球大―鹿児島大 （男２部） 沖国大―九州大

4 13:45～14:55 （女１部） 福岡大―沖国大 （男２部） 九産大―熊本大

5 15:10～16:20 （男１部） 琉球大―福教大 （女２部） 九共大―宮崎大

6 16:35～17:45 （女２部） 西南大―佐賀大 （男３部） 北九大―鹿大医

7 18:00～19:10 （男１部） 名桜大―鹿児島大 （男３部） 宮崎大―鹿国大

競技時間

1 10:00～11:10 （男１部） 福岡大―琉球大 （女２部） 西南大―宮崎大

2 11:25～12:35 （女１部） 名桜大―鹿児島大 （男４部） 九工大―長県大

3 12:50～14:00 （女１部） 福岡大―琉球大 （男３部） 鹿国大―鹿大医

4 14:15～15:25 （女１部） 福教大―沖国大 （男４部） 長崎大―久留米大

5 15:40～16:50 （男１部） 鹿児島大―福教大 （男２部） 九産大―九州大

6 17:05～18:15 （男１部） 名桜大―九共大 （男３部） 西南大―北九大

7 18:30～19:40 （男２部） 沖国大―佐賀大

（木下・安達）

（森口）

福岡市早良体育館

9:00会場準備（福大女子）

○４月３０日（土）

○５月２日（月）

福岡市早良体育館

福岡大学Ａコート

（森口・伊藤）

（森口・伊藤）

福岡市南体育館

【競 技 日 程】

福岡市南体育館

福岡大学Ｂコート

9:00会場準備（九産大）

（安達）

○５月１日（日）

（伊藤）



競技時間

1 10:00～11:10 （男１部） 福岡大―鹿児島大 （男４部） 久留米大―大分大 （女２部） 西南大―九共大

2 11:25～12:35 （女１部） 琉球大―沖国大 （男２部） 九州大―熊本大 （女２部） 宮崎大―佐賀大

3 12:50～14:00 （女１部） 福岡大―名桜大 （女１部） 福教大―鹿児島大 （男３部） 宮崎大―鹿大医

4 14:15～15:25 （男１部） 琉球大―九共大 （男４部） 長崎大―九工大 （男３部） 西南大―鹿国大

5 15:40～16:50 （男４部） 九工大―久留米大 （男４部） 大分大―長県大 （男２部） 九産大―沖国大

6 17:05～18:15 （男１部） 名桜大―福教大 （男２部） 熊本大―佐賀大

競技時間

1  9:30～10:40 （女１部） 沖国大―鹿児島大 （男１部） 九共大―福教大

2 10:55～12:05 （女１部） 名桜大―琉球大 （男３部） 西南大―宮崎大

3 12:20～13:30 （男１部） 鹿児島大―琉球大 （男３部） 鹿国大―北九大

4 13:45～14:55 （女１部） 福岡大―福教大

5 15:10～16:20 （男１部） 福岡大―名桜大

閉会式

競技時間

17:30～18:40

18:50～20:00

（安達）

男１部５位―男２部２位 男２部５位―男３部２位

福岡大学Ａコート 福岡大学Ｂコート

（森口）

（森口） （安達）

福岡大学Ｂコート

男３部５位―男４部２位

○５月３日（火）

女１部５位―女２部２位

□入替戦

福岡大学Ａコート 福岡大学Ｂコート

福岡大学Ａコート

○５月４日（水）

（伊藤）

17：00 ～

福岡市早良体育館



【対 戦 表】 

 

【男子１部】 

 福岡大 名桜大 鹿児島大 琉球大 九共大 福教大 勝 分 負 得失点 順位 

福岡大            

名桜大            

鹿児島大            

琉球大            

九共大            

福教大            

 

【男子２部】 

 九産大 沖国大 九州大 熊本大 佐賀大  勝 分 負 得失点 順位 

九産大            

沖国大            

九州大            

熊本大            

佐賀大            

            

 

【男子３部】 

 西南大 宮崎大 鹿国大 北九大 熊学大 鹿大医 勝 分 負 得失点 順位 

西南大            

宮崎大            

鹿国大            

北九大            

熊学大            

鹿大医            

 



 

 

 

【男子４部】 

 長崎大 崇城大 九工大 久留米大 大分大 長県大 勝 分 負 得失点 順位 

長崎大            

崇城大            

九工大            

久留米大            

大分大            

長県大            

 

【女子１部】 

 福岡大 福教大 名桜大 琉球大 沖国大 鹿児島大 勝 分 負 得失点 順位 

福岡大            

福教大            

名桜大            

琉球大            

沖国大            

鹿児島大            

 

【女子２部】 

 西南大 九共大 宮崎大 佐賀大 
熊本大 

崇城大 
勝 分 負 得失点 順位 

西南大           

九共大           

宮崎大           

佐賀大           

熊本大 

崇城大 
          

 

 


