
○団体
NO 競技名 開催県 期日 性 学校名 予選 １回戦 準々決勝 準決勝 決勝 成績

男

女

男 宮崎西 ６位
女 宮崎南 ７位 ７位
男 小林秀峰 ３位
女 宮崎南

3 水球 福岡 7/9～10 男 宮崎工業 勝　２１－１０長崎工業（長崎） 負　７－１２那覇商（沖縄） ３位決定戦　負５－８福岡工業 ４位
小林 勝　１０５－８５熊本工（熊本） 負　９１－９８柳ヶ浦（大分）
延岡学園 勝　７７－５８池田（鹿児島） 勝　９１－７１美来工科（沖縄） 負　４９－１１３福岡第一（福岡） シード決　負６４－８４柳ヶ浦（大分） ３位
延岡学園 勝　１０５－５２れいめい（鹿児島） 負　６５－９１慶誠（熊本）
小林 負　８０－９３大分（大分）

日向学院 決勝トーナメントへ 勝　２－１大分工業（大分） 勝　２－１西原（沖縄 負　０－２鎮西（熊本） ３位（ベスト４）

都城工業 決勝トーナメントへ 勝　２－０川内商工（鹿児島） 負　０－２東福岡（福岡）

都城商業 決勝トーナメントへ 負　０－２鹿児島女（鹿児島）

宮崎日大 敗者復活戦勝利 勝　２－０鎮西（熊本） 負　１－２聖和女学院（長崎）

日南学園 勝　３－１鹿児島協業 負　１－３希望ヶ丘（福岡）
都城商業 負　０－３慶誠（熊本）
日南学園 勝　３－０壇浦（長崎） 勝　３－０福岡女学院（福岡） 勝　３－２開新（熊本） 負　１－３希望ヶ丘（福岡） ３位
宮崎商業 負　２－３敬徳（佐賀）
都城商業 勝　３－０東福岡（福岡） 勝　２－０大分（大分） 勝　２－１文徳（熊本） 負　１－２鹿児島商業（鹿児島） ２位
延岡学園 勝　２－１八重山（沖縄） 勝　２－１大牟田（福岡） 負　０－２鹿児島商業（鹿児島） ３位
宮崎商業 勝　３－０鹿島（佐賀） 負　１－２長崎商業（長崎）
日南学園 勝　２－１大村（長崎） 負　１－２佐賀聖和（佐賀）
佐土原 勝　３－０佐賀西（佐賀） 負　１－２柳川（福岡）
宮崎大宮 勝　２－１海星（長崎） 負　０－３大分舞鶴（大分）
宮崎商業 勝　３－０普天間（沖縄） 勝　２－０鹿児島純心（鹿児島） 負　０－２第一薬科（福岡） ３位（ベスト４）
宮崎日大 負　０－３鳳凰（鹿児島）
日章学園 勝５－０　慶誠（熊本） 勝　２－１九国大付（福岡） 負　０－２神村学園（鹿児島） ３位（ベスト４）
日南学園 負０－１　長崎総科（長崎）

女 聖ドミニコ 負０－４　東海大福岡（福岡）
高鍋 負１２－４８大分東明（大分）
延岡星雲 負　７－１４加治木工業（鹿児島）

日向 勝　１１－１牛津（佐賀） 負　２－４読谷（沖縄）
日向工業 勝　１４－０嘉手納（沖縄） 負　０－３熊本工業（熊本） ３位（ベスト４）
延岡学園 負　１－３北九州市立【福岡）
宮崎日大 勝　５－４玉名女子（熊本） 負　１－５福岡中央（福岡） ベスト８
小林秀峰 勝　２８－２２国分（鹿児島） 負　３８－４２那覇西（沖縄）
延岡工業 負　２２－２９加治木工（鹿児島）

宮崎学園 勝　３０－２７城北（熊本） 負　１５－３８浦添（沖縄）
延岡商業 負　１４－３３国分中央（鹿児島）

男 宮崎大宮 ５位
男 都城工業 １３位
女 宮崎大宮 ６位

宮崎工業 負　１－６小川工業（熊本）
都城西 負　３－４鹿屋中央（鹿児島）
日章学園 負　１－２佐賀商業（佐賀）
延岡学園 勝　３－０鹿児島情報（鹿児島） 勝　２－０九州学院（熊本） 勝　４－０福大大濠（福岡） 負　０－４大牟田（福岡） ２位
宮崎日大 負　０－０国分中央（鹿児島）
鵬翔 負　０－３敬愛（福岡）

女

15 レスリング 長崎 6/18～19 男

16 柔道 熊本 6/18～19
男

14 登山 大分 7/2～4
５位

６位

13
ウエイト
リフティング

熊本 6/18～19 男

12 ハンドボール 熊本 6/18～19
男

女

11 ソフトボール 宮崎 7/9～10
男

女

9 サッカー 鹿児島 6/18～20
男

10 ラグビー 長崎 6/18～21 男

8 テニス 沖縄 6/18～20
男

女

7 ソフトテニス 佐賀 7/9～10
男

女

6 卓球 福岡 6/25～26
男

女

5 バレーボール 熊本 6/18～19

男

女

4 バスケット 宮崎 6/18～19
男

女

沖縄

６位

新体操 6/11～12
３位
９位

6月19日体操

駅伝 鹿児島 11/19

男

女
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陸上 沖縄 6/16～19 別紙にて記載



日章学園 落選
高千穂 落選
宮崎日大 落選
高千穂 決勝トーナメントへ 負　０－４島原（長崎）
延岡学園 決勝トーナメントへ 勝　１９－１６祐誠（福岡） 勝　１８－１４国東（大分） 負　１５－１９加治木工（鹿児島） ２位
宮崎南 落選
宮崎商業 決勝トーナメントへ 勝　１６－１４鹿児島工（鹿児島） 勝　競射１３－１３鹿島（佐賀） 勝　競射１４－１４島原（長崎）１位
延岡学園 決勝トーナメントへ 勝　１７－１２加治木工（鹿児島） 負　競射１３－１３島原（長崎）

小林西 落選
鵬翔 落選
日章学園 勝３－０　普天間（沖縄） 負　１－３自由が丘（福岡） ５位（ベスト８）
宮崎南 負０－３　武岡台（鹿児島）
日章学園 勝　３－１玉名女（熊本） 負　２－３福岡常葉（福岡）
宮崎商業 負　０－３八代白百合（熊本）

男 延岡工業 ２位通過 ４位

女 高鍋 負　０－１玖珠美山（大分） ３位
宮崎第一 勝　５－０博多（福岡） 勝　４－１柳ヶ浦（大分） 勝　３－１芦北（熊本） 勝　３－２東福岡（福岡） １位
日章学園 負　１－４鹿児島城西（鹿児島）

宮崎第一 勝　３－１文徳（熊本） 負　２－３鹿児島城西（鹿児島）

日章学園 負　２－３大分南（大分）
男 宮崎南 負　２－５大分豊府
女 宮崎南 負　１－５佐賀商業

25 ヨット 宮崎 6/17～19 女 日南振徳 ６位 ６位
都城工業 ２位
延岡学園 ９位
宮崎農業 １５位
宮崎農業 ３位 ３位
延岡学園 ４位 ４位
都城工業 １０位

27 ボクシング 大分 6/24～26 男 日章学園 １位
29 なぎなた 大分 6/19 女 宮崎南 ４位　落選

男 都城 ２位 ２位
女 都城 １位 １位（３大会ぶり２回目）

男

女

１位

30 少林寺拳法 鹿児島 6/18～19

31 カヌー
（総合）

長崎 6/18～19 女

26 自転車 長崎 6/17～20

２位

24 フェンシング 佐賀 7/2～3

22
空手道
団体組手

佐賀 7/9～10
男

19

女

21 ホッケー 鹿児島 6/18～20

20 バドミントン 大分 6/18～20

18 弓道 福岡 7/2～3
男

女

17 剣道 福岡 7/2～3
男

女

相撲 佐賀 7/3 男

３位決定戦敗退　２－４川薩清修館（鹿児島）

３位決定戦勝利　６－１武岡台（鹿児島）

男

女


