
節 月　　日 時間 会場 主審，第四審 副審1，副審2

11:00 崇城大学 - 熊本大学 学園⼤学 熊本学園大学 熊本県立大学

13:30 熊本学園大学 - 熊本県立大学 学園⼤学 崇城大学 熊本大学

10:00 八代高専 - 東海大学熊本 熊本県⽴⼤学 九州看護福祉大学 熊本高専

12:00 熊本大学医学部 - ルーテル学院大学 熊本県⽴⼤学 東海大学熊本 八代高専

14:00 熊本高専 - 九州看護福祉大学 熊本県⽴⼤学 熊本大学医学部 ルーテル学院大学

7⽉9⽇ 10:00 熊本学園大学 - ルーテル学院大学 学園⼤学
5⽉21⽇ 14:00 崇城大学 - 熊本大学医学部 崇城⼤学

10:00 東海大学熊本 - 熊本高専 熊本県⽴⼤学 熊本県立大学 九州看護福祉大学

12:00 八代高専 - 熊本大学 熊本県⽴⼤学 東海大学熊本 熊本高専

14:00 熊本県立大学 - 九州看護福祉大学 熊本県⽴⼤学 熊本大学 八代高専

10:00 熊本学園大学 - 九州看護福祉大学 崇城⼤学 熊本高専 ルーテル学院大学

12:00 八代高専 - 崇城大学 崇城⼤学 熊本学園大学 九州看護福祉大学

14:00 熊本高専 - ルーテル学院大学 崇城⼤学 八代高専 崇城大学

10:00 熊本大学医学部 - 東海大学熊本 熊本県⽴⼤学 熊本県立大学 熊本大学

12:00 熊本県立大学 - 熊本大学 熊本県⽴⼤学 熊本大学医学部 東海大学熊本

10:00 熊本高専 - 熊本学園大学 崇城⼤学 八代高専 熊本大学医学部

12:30 熊本大学医学部 - 八代高専 崇城⼤学 熊本高専 熊本学園大学

10:00 熊本大学 - 東海大学熊本 熊本県⽴⼤学 九州看護福祉大学 崇城大学

12:00 ルーテル学院大学 - 熊本県立大学 熊本県⽴⼤学 熊本大学 東海大学熊本

7⽉1⽇ 12:30 九州看護福祉大学 - 崇城大学 崇城⼤学
11:00 東海大学熊本 - ルーテル学院大学 学園⼤学 崇城大学 熊本学園大学

13:30 崇城大学 - 熊本学園大学 学園⼤学 東海大学熊本 ルーテル学院大学

10:00 熊本大学 - 熊本高専 熊本県⽴⼤学 熊本大学医学部 九州看護福祉大学

12:00 八代高専 - 熊本県立大学 熊本県⽴⼤学 熊本大学 熊本高専

14:00 熊本大学医学部 - 九州看護福祉大学 熊本県⽴⼤学 八代高専 熊本県立大学

11:00 熊本大学医学部 - 熊本学園大学 学園⼤学 九州看護福祉大学 八代高専

13:30 九州看護福祉大学 - 八代高専 学園⼤学 熊本大学医学部 熊本学園大学

10:00 東海大学熊本 - 崇城大学 熊本県⽴⼤学 熊本県立大学 熊本高専

12:00 ルーテル学院大学 - 熊本大学 熊本県⽴⼤学 東海大学熊本 崇城大学

14:00 熊本県立大学 - 熊本高専 熊本県⽴⼤学 ルーテル学院大学 熊本大学

11:00 熊本大学 - 熊本学園大学 学園⼤学 東海大学熊本 九州看護福祉大学

13:30 東海大学熊本 - 九州看護福祉大学 学園⼤学 熊本大学 熊本学園大学

10:00 熊本大学医学部 - 熊本県立大学 熊本県⽴⼤学 ルーテル学院大学 八代高専

12:00 熊本高専 - 崇城大学 熊本県⽴⼤学 熊本県立大学 熊本大学医学部

14:00 ルーテル学院大学 - 八代高専 熊本県⽴⼤学 熊本高専 崇城大学

11:00 八代高専 - 熊本学園大学 学園⼤学 九州看護福祉大学 熊本大学

13:30 九州看護福祉大学 - 熊本大学 学園⼤学 八代高専 熊本学園大学

10:00 熊本高専 - 熊本大学医学部 熊本県⽴⼤学 ルーテル学院大学 崇城大学

12:00 熊本県立大学 - 東海大学熊本 熊本県⽴⼤学 熊本大学医学部 熊本高専

14:00 ルーテル学院大学 - 崇城大学 熊本県⽴⼤学 熊本県立大学 東海大学熊本

11⽉3⽇ 11:00 八代高専 - 熊本高専 熊本⾼専
11:00 熊本大学 - 熊本大学医学部 学園⼤学 熊本学園大学 東海大学熊本

13:30 熊本学園大学 - 東海大学熊本 学園⼤学 熊本大学 熊本大学医学部

10:00 崇城大学 - 熊本県立大学 熊本県⽴⼤学 ルーテル学院大学 九州看護福祉大学

12:00 ルーテル学院大学 - 九州看護福祉大学 熊本県⽴⼤学 崇城大学 熊本県立大学

第9節

東海大学熊本

11⽉19⽇

第6節 10⽉9⽇

第7節 10⽉21⽇

第8節 11⽉12⽇

第4節
6⽉24⽇

東海大学熊本

第5節 9⽉17⽇

第2節

東海大学熊本

東海大学熊本

5⽉21⽇

第3節 6⽉18⽇

H２９年度　熊本県学生リーグ

対戦

第1節 5⽉13⽇


