平成３０年度 国際・全国・西日本・九州大会一覧
※記載した各種大会の会場・期日等は、都合により変更することがあります。

◆国際大会
大

会

名

開

催

期

日

会

場

備考（主催団体等）

ＨＳＢＣワールドラグビー女子セブンズシリーズ
2017-2018北九州大会

４月２１日（土）〜２２日（日）

ワールドラグビー
ミクニワールドスタジアム北
（公財） 日本ラグビーフットボール協
九州
会

ITTF ワールドツアースーパーシリーズライオン
卓球ジャパンオープン荻村杯北九州大会

６月６日（水）〜１０日(日)

総合体育館

国際卓球連盟(ITTF)
(財)日本卓球協会(JTTA)

２０１８ワールドパラ・パワーリフティング
・アジア＆オセアニアオープン選手権大会

９月８日（土）〜１２日（火）

北九州芸術劇場

ＮＰＯ法人 日本パラ・パワー
リフティング連盟

第１５回北九州チャンピオンズカップ
国際車椅子バスケットボール大会

１１月１６日（金）〜１８日（日） 総合体育館

北九州市
日本車椅子バスケット連盟
北九州市障害者スポーツ協会
（社福）北九州市福祉事業団

２０１８年度ＪＰＴＡ全国大会前プレマッチ大会

１１月２３日（金）〜２５日（日） 三萩野庭球場

日本プロテニス協会

国際車椅子テニストーナメント２０１９北九州

２月２８日（木）〜３月３日（日） 穴生ドーム

国際車椅子テニス連盟

◆全国大会
大

会

名

開

催

期

日

会

場

備考（主催団体等）

第６回北九州市長旗争奪５周年記念大会
第１１回全日本ケイアイ物流杯剣道大会

３月３１日(土)〜４月１日（日） 総合体育館

九州サーキット第１５回記念大会
北九州オープンゴルフトーナメント

門司ゴルフ倶楽部
北九州オープンゴルフ
３月３０日（金）〜４月１日（日） 九州ゴルフ倶楽部八幡コー
トーナメント実行委員会
ス

Bリーグ公式戦（B２）
ライジングゼファーフクオカ VS 熊本ヴォルターズ

４月２１日（土）〜２２日（日）

総合体育館

ライジングゼファーフクオカ

日本プロ野球公式戦
福岡ソフトバンクホークス ＶＳ 埼玉西武ライオンズ

４月２４日（火）

北九州市民球場

福岡ソフトバンクホークス

第５１回日本女子ソフトボールリーグ １部
第５節北九州大会

５月１２日（土）〜１３日（日）

桃園球場

(公財)日本ソフトボール協会

第３４回筑前旗争奪少年少女剣道大会

５月５日(土)〜６日(日)

総合体育館

北九州市剣道連盟

第６３回全国シニアソフトテニス北九州大会

６月１０日（日）

穴生ドーム

北九州市ソフトテニス連盟

第６３回全日本大学ソフトテニス王座決定戦

６月２１日（木）〜２４日(日)

穴生ドーム

北九州市ソフトテニス連盟

日本プロ野球公式戦（鷹の祭典2018）
福岡ソフトバンクホークスＶＳ埼玉西武ライオンズ

７月１８日（水）

北九州市民球場

福岡ソフトバンクホークス

第４３回全国少年剣道優勝大会
第３９回神武館旗争奪少年剣道個人選手権大会

８月１７日（金）〜１８日（土）

総合体育館

北九州市剣道連盟

平成３０年度全国高等専門学校体育大会（卓球）

８月２５日(土)〜２６日(日)

総合体育館

（一財）全国高等専門学校連合会

第４３回在日朝鮮人籠球選手権大会 全国大会
(バスケットボール)

９月１日(土)〜２日(日)

総合体育館

在日朝鮮人籠球協会

第５１回全日本シニア・マスターズ体操競技選手権大会 ９月１５日（土）〜１７日（月）

総合体育館

(公財)日本体操協会

トップチャレンジリーグ(ラグビー)
九州電力VS近鉄

ミクニワールドスタジアム北
福岡県ラグビー協会
九州

９月１６日(日)
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北九州市剣道連盟

平成３０年度 国際・全国・西日本・九州大会一覧
※記載した各種大会の会場・期日等は、都合により変更することがあります。

◆全国大会
大

会

名

開

催

期

日

会

場

全日本高等学校チームダンス選手権大会

９月１６日(日)

日本ソフトボール女子２部リーグ 順位決定戦

１０月１３日（土）〜１５日（月） ひびきコスモス運動場

（公財）日本ソフトボール協会

第５５回全日本トランポリン競技選手権大会

１０月１９日(金)〜２１日(日)

総合体育館

(公財)日本体操協会

日本陸上競技選手権リレー競技大会

１０月２７日(土)〜２８日(日)

本城陸上競技場

日本陸上競技連盟

全国JRグループ弓道部全国大会

１１月８日(木)〜９日(金)

浅生スポーツセンター弓道
場

ＪＲ九州

WJBL 第20回 Wリーグ TOYOTA VS 富士通

１１月１０日(土)

総合体育館

（公財）日本バスケットボール協会

ラグビートップリーグカップ戦予選リーグ第３節
（詳細未定）

１１月２４日（土）

ミクニワールドスタジアム北
福岡県ラグビー協会
九州

第２９回全国ふうせんバレーボール大会

１２月１日（日）

総合体育館

ラグビートップリーグ順位決定戦第２節
（詳細未定）

１２月８日（土）

ミクニワールドスタジアム北
福岡県ラグビー協会
九州

2018/19V・LEAGUE 男子バレーボール北九州大会
（堺ブレイザーズホームゲーム）

１２月８日（土）〜９日（日）

総合体育館

ラグビー全国クラブ大会１回戦
（詳細未定）

１月６日(日)

ミクニワールドスタジアム北
福岡県ラグビー協会
九州

ラグビー全国クラブ大会２回戦
（詳細未定）

１月２０日(日)

ミクニワールドスタジアム北
福岡県ラグビー協会
九州

ニュージェネレーションテニス石黒杯 第7回 JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール U10 第5回 JPTA
ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12&U14 第21回
ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン全国大会

２月１４日（木）〜１７日（日）

穴生ドーム
三萩野庭球場
桃園庭球場

（公財）日本プロテニス協会

北九州マラソン２０１９

２月中旬

北九州市内

北九州マラソン実行委員会

第21回全国居合道七段選手権大会

３月２１日(祝木)

総合体育館

北九州市剣道連盟

第46回全国選抜高等学校卓球大会

３月２５日(月)〜２８日(木)

総合体育館

九州高等学校体育連盟
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北九州メディアドーム

備考（主催団体等）

(一社)全日本高等学校ダンス連盟

日本ふうせんバレーボール協会

（公財）日本バレーボール協会
堺ブレイザーズ

平成３０年度 国際・全国・西日本・九州大会一覧
※記載した各種大会の会場・期日等は、都合により変更することがあります。

◆西日本大会
大

会

名

開

催

期

日

会

場

備考（主催団体等）

西日本スーパー古希北九州大会
（ソフトボール）

４月１１日（水）〜１３日（金）

香月中央運動場

北九州市シニアソフトボール連盟

九州・山口壮年交流北九州大会
(ソフトボール)

４月２１日（土）〜２２日（日）

香月中央運動場

北九州市シニアソフトボール連盟

平成３０年度西日本地区高校女子選抜
ソフトボール大会

５月３日（木祝）〜６日（日）

ひびきコスモス運動場

北九州市ソフトボール協会

西日本学生体操選手権大会

５月２５日(金)〜２７日(日)

総合体育館

西日本体操連盟

本松杯西日本オープンラージボール卓球大会

５月３０日（水）〜３１日（木）

総合体育館

北九州市卓球協会

小学生ミニバスケットボール
第２１回ドリームカップｉｎ北九州

７月１３日（金）〜１５日（日）

総合体育館

北九州市バスケットボール協会

平成３０年度高校総合体育大会
西日本地域ソフトボール大会

８月１日(水)〜３日(金)

ひびきコスモス運動場

北九州市ソフトボール協会

北九州空港杯少年ソフトボール選手権大会

８月４日（土）〜５日（日）
８月１１日（土）〜１２日（日）

ひびきコスモス運動場

北九州市ソフトボールスポーツ
少年団

近県高等学校ソフトテニス大会

８月１０日(金)〜１１日(土)

三萩野庭球場

北九州市ソフトテニス連盟

第４３回西日本早朝野球選手権大会

９月２９日（土）〜１０月２７日
（日）

北九州市民球場 ほか

西日本早朝野球連盟

北九州陸上カーニバル大会

１０月２７日(土)〜２８日(日)

本城陸上競技場

(財)北九州市陸上競技協会

第２９回西日本実年大会
(ソフトボール)

11月３日(土)〜４日(日)

ひびきコスモス運動場

北九州市ソフトボール協会

第５８回西部日本剣道大会

１１月２３日（木祝）

総合体育館

北九州市剣道連盟

第２７回西日本大都市対抗テニス大会

１１月２３日（木祝）〜２４日
(金)

穴生ドーム

北九州市役所ソフトテニス連盟

北九州カップ １８
第３９回北九州近県少年サッカー大会

１２月２２日（土）〜２４日（月） ひびきコスモス運動場

北九州市サッカー協会

西日本選抜高校ソフトテニス大会 男子団体戦

１２月２３日(日)〜２４日(月)

穴生ドーム

北九州市ソフトテニス連盟

選抜女子駅伝北九州大会

１月２０日(日)

北九州市内

北九州市

到津八幡神社奉納
第１７回西日本選抜少年剣道大会

２月１１日（月祝）

総合体育館

北九州市剣道連盟
西日本選抜少年剣道大会実行
委員会

第２５回西日本マスターズソフトテニス大会

２月２４日（日）

穴生ドーム

北九州市ソフトテニス連盟

西日本シニア北九州大会
（ソフトボール）

３月２日（土）〜３日（日）

ひびきコスモス運動場

北九州市シニアソフトボール連盟

平成３０年度西日本地区高校男子強化大会
(ソフトボール)

３月９日(土)〜１０日(日)

ひびきコスモス運動場

北九州市ソフトボール協会
全九州高校男子研修大会実行委員
会

NISSAN CUP 2019 TABLE TENNIS
FESTIVAL西日本大会

３月１６日（土）〜１７日（日）

総合体育館

北九州市卓球大会

第２０回北九州市長杯争奪西日本地区
高等学校男女バレーボール大会

３月２３日（土）〜２４日（日）

総合体育館

北九州市バレーボール協会
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平成３０年度 国際・全国・西日本・九州大会一覧
※記載した各種大会の会場・期日等は、都合により変更することがあります。

◆九州大会
大

会

名

開

催

期

日

会

場

備考（主催団体等）

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜バスケットボール＞

３月３１日（土）〜４月１日（日）

八幡東体育館
浅生スポーツセンター

産業医科大学

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜卓球＞

４月７日（土）〜８日（日）

小倉北体育館

産業医科大学

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜バレーボール＞

４月１３日（金）〜１５日（日）

小倉北体育館

産業医科大学

平成３０年度九州地区大学野球選手権大会
北部九州ブロック大会（春季リーグ）

４月１４日（土）〜１５日（日）

大谷球場

九州地区大学野球連盟

第３回全九州松濤館空手道選手権大会

４月２８日（土）〜２９日（日）

総合体育館

北九州市空手道連盟

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜剣道＞

４月２８日(土)〜２９日(日)

若松体育館

産業医科大学

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜準硬式野球＞

的場池球場
４月２８日（土）〜５月３日（木） 大谷球場
桃園球場 ほか

産業医科大学

第38回九州学生新体操選手権大会
第66回九州学生体操競技選手権大会
第3回九州学生トランポリン競技大会

５月２日（水）〜４日（金）

総合体育館

九州体操連盟

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜バドミントン＞

５月３日(木)〜５日(土)

若松体育館
的場池体育館
浅生スポーツセンター

産業医科大学

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜サッカー＞

５月３日(木)〜６日(日)

新門司球技場
新門司運動場
桃園運動場

産業医科大学

第６１回九州実業団陸上競技選手権大会

５月１９日(土)〜２０日(日)

鞘ヶ谷競技場

九州実業団陸上競技連盟
毎日新聞社

第６５回九州総合バドミントン選手権大会

５月１９日(土)〜２０日(日)

総合体育館

九州バドミントン連盟

第３９回クラブ男子・女子ソフトボール選手権九州大会

５月２６日(土)〜２７日(日)

ひびきコスモス運動場

九州ソフトボール協会

第５７回九州・山口医科学生体育大会
＜ハンドボール＞

６月１日(金)〜３日(日)

小倉北体育館

産業医科大学
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◆九州大会
大

会

名

開

催

期

日

会

場

備考（主催団体等）

第６４回全日本総合男子ソフトボール選手権九州予選
会

６月３０日（土）〜７月１日（日） ひびきコスモス運動場

九州ソフトボール協会

第４５回女子・
第３０回男子九州中学校ソフトボール競技大会

８月６日（月）〜９日（木）

ひびきコスモス運動場

九州中学校体育連盟

第２６回九州選抜学童軟式野球大会

８月１７日（金）〜２１日（火）

的場池球場ほか

全日本軟式野球九州連合会
福岡県連盟

第１３回西日本新聞社旗争奪夏季野球大会

８月２５日（土）〜２７日（月）

北九州市民球場 ほか

（一財）日本リトルシニア中学
硬式野球協会 九州連盟

平成３０年度九州地区大学野球選手権大会
北部九州ブロック大会（秋季リーグ）

９月１日(土)〜２日(日)
９月１４日(土)〜１５日(日)

大谷球場

九州地区大学野球連盟

ニュージェネレーションテニス石黒杯 第7回 JPTA ALL JAPAN
JUNIOR TENNIS TOURNAMENT グリーンボール U10 第5回 JPTA
ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT U12&U14 第21回
ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン 九州地区
予選大会

９月１６日（日）〜１７日（月祝） 三萩野庭球場

日本プロテニス協会

平成30年度ソフトバレーボール九州ブロック
総合フェスティバルin福岡

１０月１３日（土）〜１４日（日） 総合体育館

北九州市バレーボール協会

全九州市役所ソフトテニス大会

１０月１９日(金)〜２１日(日)

桃園庭球場
浅生スポーツセンター庭球
場

九州学生リーグ順位決定戦(ラグビー)

１１月３日（土祝）

ミクニワールドスタジアム北
福岡県ラグビー協会
九州

第５５回九州実業団毎日駅伝競走大会

１１月３日（土祝）

北九州市内

第８回近県(九州)都市対抗(Ａ級)軟式野球九州大会

１１月１６日（金）〜１９日（月） 的場池球場ほか

全日本軟式野球九州連合会
福岡県連盟

ニッタク杯 全九州新人戦(卓球)

１２月２８日（金）〜３０日（日） 総合体育館

九州高等学校体育連盟

19九州ジュニアテニスサーキット（マスターズ）

１月３日(木)〜７日(月)
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穴生ドーム
三萩野庭球場

全九州市役所ソフトテニス連盟

九州実業団陸上競技連盟
毎日新聞西部本社

九州ジュニアテニスサーキット
実行委員会

