
県 性 1位 2位

男 沖縄工業 （沖）糸満 （沖） 小林 （宮）
男 鹿屋中央 （鹿）玉名工業 （熊） 小倉商業 （福）鳥栖工業 （佐）
男 都城工業 （宮）武雄 （佐） 常磐 （福）
女 武雄 （佐）常磐 （福）
男 鳥栖工業 （佐）自由ヶ丘 （福） 創成館 （長）
女 有明 （熊）鳥栖 （佐） 聖和女子学院 （長）
男 神埼清明 （佐）小林秀峰 （宮） 鹿児島実業 （鹿）
女 東海大星翔 （熊）佐賀女子 （佐） 佐賀北 （佐）
男 長崎北陽台 （長）長崎南 （長） 佐賀工業 （佐）
女 大村 （長）竹田 （大） 唐津東 （佐）
男 秀岳館 （熊）福大大濠 （福） 八代工業 （熊）隼人工業 （鹿）
女 祏誠 （福）加治木工業 （鹿） 妻 （宮）長崎明誠 （長）
男 読谷 （沖）具志川 （沖）
女 福大附若葉 （福）延岡学園 (宮）
男 球磨工業 （熊）西陵 （長） 宮崎大宮 （宮）
女 三潴 （福）長崎西 （長）
男 熊本学園大学付属 （熊）唐津西 （佐） 日田 （大）
女 熊本学園大学付属 （熊）大村城南 （長） 東筑 （福）
男 津久見海洋科学 （大）日田三隈 （大）熊本学園大学付属 （熊）
女 日田三隈 （大）大村 （長） 唐津東 （佐）
男 唐津西 （佐）中村学園三陽 （福） 宇土 （熊）
女 別府青山 （大）西南学院 （福） 日南振徳 （宮）
男 宮崎第一 （宮）九州学院 （熊） 東福岡 （福）長崎日大 （長）
女 宮崎第一 （宮）開新 （熊） 鹿児島城西 （鹿）長崎日大 （長）
男 鎮西 （熊）大村工業 （長） 大分工業 （大）西原高校 （沖）
女 東九州龍谷 （大）九州文化学園 （長） 北九州 （福）大分商業 （大）
男 東福岡 （福）大牟田 （福） 塩田工業 （佐）鹿児島商 （鹿）
女 名護 （沖）明豊 （大） 尚絅 （熊）佐賀清和 （佐）
男 楊志館 （大）諫早農業 （長） 福岡一 （福）
女 筑紫女学園 （福）高稜 （福） 大分西 （大）
男 小国 （熊）伊万里商業 （佐） 川棚 （長）
女 伊万里商業 （佐）小国 （熊） 川薩清修館 （鹿）
男 宮崎工 （宮）九州学院 （熊） 諫早農業 （長）
女 筑紫女学園 （福）中村学園 （福） 近大福岡 （福）
男 大分雄城台 （大）長崎日大 （長） 九州学院 （熊）大分 （大分）
女 那覇西 （沖）大分 （大） 小林秀峰 （宮）佐世保商業 （長）
男 瓊浦 （長）福岡工業 （福） 希望が丘 （福）れいめい （鹿）
女 希望が丘 （福）中村学園女子 （福） 慶誠 （熊）日南学園 （宮）
男 大分舞鶴 （大）柳川 （福） 海星 （長）沖縄尚学 （沖）
女 沖縄尚学 （沖）鳳凰 （鹿） 鹿児島純心 （鹿）柳川 （福）
男 九産大付九州 （福）九州学院 （熊） 佐賀商業 （佐）
女 ルーテル学院 （熊）福大附若葉 （福） 九産大付九州 （福）
男 大分商業 （大）鹿児島南 （鹿） 福岡工業 （福）
男 九州学院 （熊）島原 （長） 東福岡 （福）福大附大濠 （福）
女 中村学園女子 （福）福岡第一 （福） 島原 （長）西陵 （長）
男 東福岡 （福）鵬翔 （宮） 大津 （熊）中津東 （大）
女 鎮西学院 （長）東海大学付属第五 （福） 神村学園 （鹿）柳ヶ浦 （大）
男 高志館 （佐）八代清流 （熊） 折尾 （福）大村工業 （長）
女 厳木 （佐）折尾 （福） 大分東明 （大）宜野湾 （沖）
男 日章学園 （宮）開新 （熊） 東福岡 （福）
男 延岡学園 （宮）沖縄尚学 （沖） 長崎日大 （長）大牟田 （福）
女 敬愛 （福）鹿児島南 （鹿） 鹿児島情報 （鹿）長崎明誠 （長）
男 翔陽 （熊）鹿児島南 （鹿） 福岡魁誠 （福）
女 翔陽 （熊）佐賀商業 （佐） 鹿児島南 （鹿）
男 東福岡 （福）長崎北陽台 （長） 佐賀工業 （佐）日向 （宮）
男 文徳 （熊）樟南 （鹿） 希望が丘 （福）福岡魁誠 （福）
男 祐誠 （福）九州学院 （熊）別府商・別府翔青 （大）
男 九州学院 （熊）大牟田 （福） 鹿児島実業 （鹿）
女 北九州市立 （福）諫早 （長） 鹿児島女子 （鹿）
男 福大大濠 （福）延岡学園 （宮） 小禄 （沖）九州学院 （熊）
女 小林 （宮）延岡学園 （宮） 福大若葉 （福）慶誠 （熊）
男 九州学院 （熊）宮﨑工業 （宮） 那覇西 （沖）
女 鹿児島女子 （鹿）鹿児島 （鹿） 中部商業 （沖）
女 佐賀東 （佐）熊本西 （熊） 中村学園女子 （福）松浦 （長）
男 八代東 （熊）日章学園 （宮） 南風原 （沖）山門 （福）
女 九州国際大学付属 （福）八代白百合学園 （熊） 玉名女子 （熊）諫早商業 （長）
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競技種目 3位
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九産大付九州（福）・大村工業（長）
神村学園（鹿）・佐女短大付佐女（佐）
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