
平成１９年度福岡県学生バスケットボールリーグ戦

男子１部
九州産業大学 福岡経済大学 九州国際大学 福岡大学 福岡教育大学 九州大学 勝敗 順位

九州産業大学 ○７８－５６ ○６４－５９ ○９０－６１ ●８０－８７ ○９７－５１ ４勝１敗 ２位

福岡経済大学 ●５６－７８ ●９８－１００ ●８３－８７ ●７０－８５ ○９６－６９ １勝４敗 ５位

九州国際大学 ●５９－６４ ○１００－９８ ○８８－８１ ●８５－９７ ○１１８－５８ ３勝２敗 ３位

福岡大学 ●６１－９０ ○８７－８３ ●８１－８８ ●７９－９９ ○１１３－７３ ２勝３敗 ４位

福岡教育大学 ○８７－８０ ○８５－７０ ○９７－８５ ○９９－７９ ○７９－６０ ５勝０敗 １位

九州大学 ●５１－９７ ●６９－９６ ●５８－１１８ ●７３－１１３ ●６０－７９ ０勝５敗 ６位

女子１部
西南女学院大学 福岡教育大学 福岡大学 福岡経済大学 九州女子大学 福岡女学院大学 勝敗 順位

西南女学院大学 ○６３－５４ ○５７－５０ ○６１－４３ ●５５－７３ ●４７－５５ ３勝２敗 ２位

福岡教育大学 ●５４－６３ ○７９－６９ ○８５－６４ ●８２－８６ ○６３－５５ ３勝２敗 ４位

福岡大学 ●５０－５７ ●６９－７９ ○７２－４２ ●８２－９１ ●５３－６０ １勝４敗 ５位

福岡経済大学 ●４３－６１ ●６４－８５ ●４２－７２ ●５２－９２ ●４６－５６ ０勝５敗 ６位

九州女子大学 ○７３－５５ ○８６－８２ ○９１－８２ ○９２－５２ ○７１－６７ ５勝０敗 １位

福岡女学院大学 ○５５－４７ ●５５－６３ ○６０－５３ ○５６－４６ ●６７－７１ ３勝２敗 ３位

男子２部
西南学院大学 北九州市立大学 佐賀大学 久留米大学

近畿大学
産業理工学部 九州共立大学 勝敗 順位

西南学院大学 ●６２－７５ ○７６－５０ ●７６－７８ ○８９－２９ ●７０－１１８ ２勝３敗 ４位

北九州市立大学 ○７５－６２ ○６４－５０ ●６１－６４ ○１０６－６６ ○９０－８９ ４勝１敗 １位

佐賀大学 ●５０－７６ ●５０－６４ ○６４－６３ ○６９－４６ ●４７－７２ ２勝３敗 ５位

久留米大学 ○７８－７６ ○６４－６１ ●６３－６４ ○７１－６５ ●７８－８３ ３勝２敗 ３位
近畿大学

産業理工学部 ●２９－８９ ●６６－１０６ ●４６－６９ ●６５－７１ ●４１－１１５ ０勝５敗 ６位

九州共立大学 ○１１８－７０ ●８９－９０ ○７２－４７ ○８３－７８ ○１１５－４１ ４勝１敗 ２位

女子２部

Aパート
久留米工業大学

近畿大学
九州短期大学

佐賀大学 勝敗 順位

久留米工業大学 ○１０２－７２ ○１２５－３５ ２勝０敗 １位
近畿大学

九州短期大学
●７２－１０２ ○９６－５１ １勝１敗 ２位

佐賀大学 ●３５－１２５ ●５１－９６ ０勝２敗 ３位

Bパート
筑紫女学園大学 北九州市立大学 九州大学 勝敗 順位

筑紫女学園大学 ○７７－５９ ○８３－３１ ２勝０敗 １位

北九州市立大学 ●５９－７７ ○９２－５５ １勝１敗 ２位

九州大学 ●３１－８３ ●５５－９２ ０勝２敗 ３位



上位リーグ
久留米工業大学

近畿大学
九州短期大学

筑紫女学園大学 北九州市立大学 勝敗 順位

久留米工業大学 ○１０２－７２ ○１１２－７０ ○１６１－３７ ３勝０敗 １位
近畿大学

九州短期大学
●７２－１０２ ○９９－５０ ○６２－４９ ２勝１敗 ２位

筑紫女学園大学 ●７０－１１２ ●５０－９９ ○７７－５９ １勝２敗 ３位

北九州市立大学 ●３７－１６１ ●４９－６２ ●５９－７７ ０勝３敗 ４位

順位決定戦

佐賀大学 ６８－４１ 九州大学

男子３部
Aパート

西日本工業大学 九州工業大学 東和大学 福岡県立大学 九州歯科大学 勝敗 順位

西日本工業大学 ○７９－６７ ○８４－６９ ○９０－７９ ○９１－５５ ４勝０敗 １位

九州工業大学 ●６７－７９ ●７５－７７ ○９５－７０ ○２０－０ ２勝2敗 ３位

東和大学 ●６９－８４ ○７７－７５ ○９７－６４ ○８３－７３ ３勝１敗 ２位

福岡県立大学 ●７９－９０ ●７０－９５ ●６４－９７ ○９２－７８ １勝３敗 ４位

九州歯科大学 ●５５－９１ ●０－２０ ●７３－８３ ●７８－９２ ０勝4敗 ５位

Bパート
九州情報大学 第一福祉大学 福岡工業大学 福岡国際大学 勝敗 順位

九州情報大学 ●６５－１１５ ●６４－８２ ●５１－１１２ ０勝３敗 ４位

第一福祉大学 ○１１５－６５ ○８６－６６ ●７０－７５ ２勝１敗 １位

福岡工業大学 ○８２－６４ ●６６－８６ ○６５－６２ ２勝１敗 ３位

福岡国際大学 ○１１２－５１ ○７５－７０ ●６２－６５ ２勝１敗 ２位

順位決定戦

西日本工業大学 ６９－８９ 第一福祉大学 東和大学 ６６－６２ 福岡国際大学

九州工業大学 ８８－４６ 福岡工業大学 福岡県立大学 ８４－８０ 九州情報大学

九州大学 ８１－８２ 北九州市立大学
近畿大学

産業理工学部 ５５－１１３ 第一福祉大学

福岡経済大学 ６０－８１ 久留米工業大学

男子2部３部入れ替え戦男子1部2部入れ替え戦

女子１部２部入れ替え戦



最終順位

男子１部 女子１部

１位　　福岡教育大学 １位　　九州女子大学
２位　　九州産業大学 ２位　　西南女学院大学
３位　　九州国際大学 ３位　　福岡女学院大学
４位　　福岡大学 ４位　　福岡教育大学
５位　　福岡経済大学 ５位　　福岡大学
６位　　北九州市立大学 ６位　　久留米工業大学

男子２部 女子２部

１位　　九州大学 １位　　福岡経済大学
２位　　九州共立大学 ２位　　近畿大学九州短期大学
３位　　久留米大学 ３位　　筑紫女学園大学　
４位　　西南学院大学 ４位　　北九州市立大学
５位　　佐賀大学 ５位　　佐賀大学
６位　　第一福祉大学 ６位　　九州大学

男子３部

１位　　近畿大学産業理工学部
２位　　西日本工業大学
３位　　東和大学
４位　　福岡国際大学
５位　　九州工業大学
６位　　福岡工業大学
７位　　福岡県立大学
８位　　九州情報大学
９位　　九州歯科大学


