
福岡大学 東海大学九州 九州共立大学 日本経済大学 鹿屋体育大学 九州産業大学 長崎大学 勝ち点 順位 日本経済大学 福岡大学 鹿屋体育大学 福岡教育大学 東海大学九州 西南女学院大学 九州共立大学 勝ち点 順位

福岡教育大学 九州国際大学 名桜大学 沖縄大学 九州大学 宮崎産業経営大学 勝ち点 順位 沖縄国際大学 近畿大学九州短期大学 福岡女学院大学 名桜大学 熊本大学 九州産業大学 勝ち点 順位

熊本大学 沖縄国際大学 佐賀大学 久留米大学 長崎県立大学佐
世保校

鹿児島大学 勝ち点 順位 西南学院大学 九州大学 宮崎大学 沖縄大学 勝ち点 順位

熊本学園大学 長崎大学 佐賀大学 勝ち点 順位

第一工科大学 日本文理大学 熊本学園大学 宮崎大学 勝ち点 順位

最終順位

　

西南学院大学 福岡工業大学 北九州市立大学 熊本県立大学 九州工業大学工学部 九州工業大学情報工学部 勝ち点 順位

女子３部リーグ　順位決定戦

Bパート３位　ー　Aパート４位

佐賀大学　４９ー６４　九州大学

熊本学園大学　６０－６３　沖縄大学

Bパート１位　ー　Aパート２位

西南学院大学　６１－５７　長崎大学

Aパート１位　ー　Bパート２位
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7 4九州工業大学情報工学部 ◯７７－５２ ●６１－７２ ●５２－８５ ◯７８－７０ ●７２－９４

熊本県立大学 ●７０－７８●５８－１００ ●４７－７１ ●７３－８１ 6 5

九州工業大学工学部 ◯２０－０ ●６１－７０ ◯７０－６７ ◯８１－７３ ○９４－７２ 9 2

北九州市立大学 ◯２０－０ ●６０－７５ ○７１－４７ ●６７－７０ ◯８５－５２ 8 3

●５０－８６ 3

●０－２０ ●５２－７７ 5 6

福岡工業大学 ◯２０－０ ◯７５－６０ ◯１００－５８ ○７０－６１ ◯７２－６１ 10 1

日本文理大学 ◯９６－７９ ◯１００－７８ ◯７１－６６ 6 1

男子５部リーグ星取り表

西南学院大学 ●０－２０ ●０－２０ ●０－２０

4

宮崎大学 ●７７－８４ ●６６－７１ ◯８６－５０ 4 3

熊本学園大学 ●５８－９５ ●７８－１００

男子４部リーグ星取り表

第一工科大学 ●７９－９６ ◯９５－５８ ◯８４－７７

佐賀大学 ●６０－９７ ●３１－１０４

5 2

○７２－４６ 5

女子３部リーグＢパート星取り表

熊本学園大学 ○７３－７１ ○９７－６０ 4

3

宮崎大学 ●６６－９９ ○６４－６０ ●４６－７２ 4

○９４－４７ ◯９９－６６ 〇９７－７３ 6

九州大学 ●４７－９４ ●６０－６４ ●６４－７８

女子３部リーグＡパート星取り表

西南学院大学

沖縄大学 ●７３－９７

8 2

●７２－８２ 8 4

8 3

◯７８－６４

鹿児島大学 ◯８１－６４ ◯８２－７２ ○８６－７７ 〇８１－７２

5久留米大学 ●５９－８０ ●６４－７６ ●６６－６８ ●７２－８１ 6

10 1

◯７１－７０

〇７２－５６

長崎県立大学佐世保
校

●７０－７１●７６－８７ ●０－２０●０－２０

佐賀大学 ●５５－６０ 〇９７－５６ ○６８－６６ ●７７－８６

●６８－８１

沖縄国際大学 ○７９－７７ ●５６－９７ ○７６－６４

◯２０－０

〇８７－７６

◯２０－０

男子３部リーグ星取り表

熊本大学 ●７７－７９ ◯６０－５５ ○８０－５９

4

九州産業大学 ○１２１－３５ ◯１６８－４７ ◯１４４ー３６ 〇１５０－３０ ○１４２－４５ 10 1

◯７７－６７ ◯７１－４７ ●５５－８１ ●４５－１４２ 7

5

●３５－１２１ 8

6

名桜大学 ◯７５－７１ ◯９５－６６ ○７１－５０ ◯８１－５５ ●３８－１５０ 9 2

●６５－８８ ●５０－７１ ●４７－７１ ●３６－１４４ 5

近畿大学九州短期大学 ●５８－１１９ 〇８８－６５ ●６６－９５ ●６７－７７ ●４７－１６８ 6 5

福岡女学院大学 ●７２ー７７

熊本大学 ●４９－９０

宮崎産業経営大学 ●６８－８４ ●７７－１０８ ●５４－８５ ●６１－７５ ●５７－８９

1

九州大学 〇７０－６３ ●７２－９２ ◯７３－５６ ●５８－６６ ○８９－５７ 8 3

沖縄大学 ◯７４－６２ ○９３－９１ ●７２－７３ ◯６６－５８ 〇７５－６１ 9

6

名桜大学 ◯６４－５９ ●４４－１０１ ◯７３－７２ ●５６－７３ ◯８５－５４ 8 4

九州国際大学 ◯７７－６７ 〇１０１－４４ ●９１－９３ ◯９２－７２ ◯１０８－７７ 9 2

5

男子２部リーグ星取り表

福岡教育大学 ●６７－７７ ●５９－６４ ●６２－７４

●８５－１０２ ●６４－９１ 6 7

●６３－７０ ◯８４－６８ 6 5

女子２部リーグ星取り表

沖縄国際大学 3○１１９－５８ ○７７－７２ ●７１－７５ 〇９０－４９

九州共立大学 ●５４－７９ ●５６－７３ ●７６－８８ ◯８７－７８ ●５９－７７ ◯６４－６３ 8

3

西南女学院大学 ●４９－９３ ●６２－６５ ●５７ー６９ ○７２－６２ ●４７－６４ ●６３－６４ 7 6

東海大学九州 ●５０－１００ ●７４－７６ ◯８３－７４ ◯９６－５５ ◯６４－４７ ◯７７－５９ 10

2

福岡教育大学 ●４６－９６ ●４０－６０ ●６３－９３ ●５５－９６ ●６２－７２ ●７８－８７ 6 7

鹿屋体育大学 ●６７－９０ ◯９１－７１ 〇９３ー６３ ●７４－８３ ◯６９－５７ 〇８８－７６ 10

◯９３－４９ ○７９－５４ 12 1

福岡大学 ●６５－８８ ●７１－９１ ◯６０－４０ ◯７６－７４

日本経済大学 ◯８８－６５ ◯９０－６７ ◯９６－４６ 〇１００－５０

〇６５－６２ ◯７３－５６ 10 4

女子１部リーグ星取り表

●７６ー８５ ◯９１－６４ 8 5

長崎大学 ●４４－１０１ ●６５－１３４ ●７６－８１ ●４３ー１２９

○８５ー７６ ◯１０２－８５ 8 6

九州産業大学 ●６５－８６ ●８４－１００ ◯７９－７０ ●６３－８２

○９３－６４ ◯８２－６３ ◯１２９ー４３ 11 2

4

鹿屋体育大学 ●６０－９２ ●７５－８６ ●６１－７５ ●６４－９３

◯７５－６１ ●７０－７９ 〇８１－７６ 8

日本経済大学 ◯６７－６２ ●７０－８１ ○７７－５５

〇１００－８４ ◯１３４－６５ 11 3

九州共立大学 ●８５－８７ ●７１－１１７ ●５５－７７

1

4

3

2

◯２０－０

男子１部リーグ星取り表

福岡大学 ○９７－７６ ◯８７－８５ ●６２－６７ 〇９２－６０ ○８６－６５ ◯１０１－４４ 11 1

東海大学九州 ●７６－９７ ◯１１７－７１ ◯８１－７０ ◯８６－７５

●５６－７２ 5 6

◯１０４－３１●７１－７３長崎大学 23

1

Aパート３位　ー　Bパート３位

1

6

5

3

7

2
宮崎大学　５７ー５４　佐賀大学

Aパート２位　ー　Bパート２位

沖縄大学　７９ー６１　長崎大学

Aパート１位　ー　Bパート１位

西南学院大学　６６ー７７　熊本学園大学

西南学院大学

九州大学

宮崎大学

沖縄大学

熊本学園大学

長崎大学

佐賀大学

4


