
№ 男女別 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

男子 東福岡 大牟田 福岡第一 自由ケ丘 小倉工業 純真 九産大付九州産業 筑紫

女子 中村学園女子 筑紫女学園 北九州市立 福大若葉 八女工業 近大福岡 筑紫丘 飯塚

男子 自由ケ丘 福岡第一 大牟田 東海大福岡 九州国際大付 純真 九産大付九州 折尾愛真

女子 北九州市立 筑紫女学園 九州国際大付 自由ケ丘 九産大付九州産業 近大福岡 純真 中村学園女子

男子 九州国際大付 自由ケ丘

女子 自由ケ丘

男子 福岡舞鶴 東福岡

女子 中村学園女子 折尾愛真

男子 東福岡 九産大付九州 福大若葉 柳川 三潴 戸畑 常磐 京都

女子 福大若葉 福岡中央 筑紫中央 筑紫 筑紫丘 香住丘 城南 修猷館・嘉穂

5 水球 男子 福岡工業 福岡 筑前 宗像 北筑 早良 柏陵

男子 福大大濠 福岡第一 八女学院 宗像

女子 福大若葉 精華女子 東海大福岡 中村学園女子

男子 東福岡 福大大濠 九産大付九州産業 筑紫台

女子 福岡女学院 福工大附城東 八女学院 西日本短大附

男子 希望が丘 東福岡 小倉西 北九州市立

女子 希望が丘 福岡女学院 中村学園女子 青豊

男子 真颯館 大牟田 筑紫台 城南

女子 誠修 中村学園女子 福翔 博多女子

男子 光陵 九産大付九州産業 新宮 博多

女子 筑紫女学園 明光学園 西南学院 福岡女子商業

男子 飯塚 筑陽学園

女子 東海大福岡 福岡女学院 筑陽学園 福岡海星女子

13 男子 東福岡 修猷館

男子 九州国際大付 修猷館

女子 福岡常葉 九州国際大付

男子 九産大付九州 九産大付九州産業 筑紫台 城南

女子 福大若葉 北九州市立

16 男子 希望が丘 福岡魁誠

男子 大牟田 西日本短大附 福大大濠 沖学園

女子 敬愛 大牟田 修猷館 南筑

男子 福岡第一 東福岡

女子 中村学園女子 筑紫台

19 男子 小倉商業 三井 遠賀 苅田工業

男子 祐誠 九産大付九州産業 八女工業 福大大濠 嘉穂 三池 東鷹 鞍手

女子 祐誠 嘉穂 福島 戸畑 青豊 春日 福大大濠 香住丘

男子 柳川 筑陽学園 折尾愛真 九州国際大付

女子 第一薬科大付 折尾愛真 柳川 福岡

男子 修猷館 筑紫丘 香椎工業 福岡 福大大濠 城南 戸畑 戸畑工業

女子 修猷館 福岡 城南 筑紫丘 筑紫女学園

23 男子 東福岡 太宰府 豊国学園

24 男子 東福岡 光陵 八幡工業 八幡中央 九州国際大付

男子 中村学園三陽 福岡 福岡第一 修猷館 上智福岡 西南学院 水産

女子 西南学院 修猷館 福岡第一

男子 玄界 福岡魁誠

女子 玄界 福岡魁誠

男子 博多 東福岡 真颯館 小倉工業 九産大付九州産業 福岡 九産大付九州 久留米商業

女子 博多 筑紫女学園 鞍手 小倉工業 久留米商業 福工大附城東 福岡 九産大付九州

男子 柏陵 折尾 小倉南

女子 折尾 柏陵

29 女子 須恵 中村学園女子 香住丘 明治学園

30 男子 祐誠

男子 東筑 八幡工業

女子 東筑

男子 三潴

女子 三潴

男子

女子 常磐
33 少林寺拳法

20 弓　道

31 ボート

32 カヌー

28 アーチェリー

なぎなた

自転車

25 ヨット

26 フェンシング

27 空手道

22 登　山

ボクシング

ウエイトリフティング

レスリング

21 テニス
明治学園・西南学院・福岡・福工大附城東

戸畑・八幡南・筑紫女学園・筑陽学園

香椎工業・福岡第一・東鷹

17 柔　道
若松・東福岡・福工大附城東・嘉穂

沖学園・須恵・福岡舞鶴・久留米商業

18 剣　道
福岡常葉・西日本短大附 筑紫台・福大大濠・福岡舞鶴・八女

八幡南・福翔 福岡第一・朝倉・久留米商業・西日本短大附

15 ソフトボール
自由ケ丘・敬愛

南筑・三潴 小倉商業・香椎・精華女子・福岡講倫館

相　撲

14 バドミントン
東海大福岡・山門 自由ケ丘・北九州高専・久留米学園・田川

折尾・誠修 筑紫中央・筑前・東海大福岡・山門

12 サッカー
東海大福岡・東福岡 希望が丘・九州国際大付・八幡工業・筑紫台

北九州・九産大付九州・福翔・西日本短大附

ラグビー 筑紫・東海大福岡 小倉・東筑・福岡工業・浮羽究真館

10 ソフトテニス
青豊・福岡・嘉穂・筑豊

福岡女子・福岡西陵・福大若葉・朝倉東

11 ハンドボール
香椎・春日・西南学院・祐誠

香椎・春日・中村学園女子・福岡

8 バレーボール
戸畑工業・香椎・修猷館・柳川

北九州・北九州市立・純真・大和青藍

9 卓　球
自由ケ丘・中村学園三陽・福岡常葉・福大大濠

北九州市立・小倉商業・福岡海星女子・福岡工業

4
水泳

競泳

7 バスケットボール
東筑・九産大付九州・福岡工業・祐誠

八幡南・春日・福岡第一・柳川

3 体　操

6 新体操
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競技種目

1 陸　上

2 駅　伝


