
種目 ヨット

年度  　男  　女  　男    女  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女    男

5 鹿　商 鹿女子 鹿　実 ﾗ･ｻ-ﾙ 加世田女子 樋　脇 樋　脇 鹿城西 鹿  商 鹿城西 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 鹿中央 鹿女子 鹿商工 鹿　商

6 松　陽 鹿女子 鹿　実 鹿　実 加世田女子 樋　脇 樋　脇 鹿城西 鹿　工 鹿女子 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 れいめい 鹿女子 樟　南 錦江湾

7 鹿　南 鹿女子 鹿　実 鹿女子 鹿　実 鹿純心 樋　脇 樋　脇 鹿城西 鹿　工 鹿　南 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 れいめい 鹿女子 樟　南 錦江湾

8 鹿　商 鹿女子 れいめい 神村学園 鹿屋農 鳳　凰 樋　脇 武岡台 鹿城西 鹿　商 鹿女子 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 れいめい 鹿女子 鹿屋中央 鹿　商

9 鹿　商 鹿女子 鹿　実 神村学園 鹿　商 鳳　凰 樋　脇 樋　脇 鹿城西 鹿　工 鹿女子 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 大　島 鹿女子 鹿屋中央 鹿　商

10 鹿　南 鹿女子 鹿　実 神村学園 鹿　商 鳳　凰 樋　脇 樋　脇 鹿城西 鹿　工 鹿女子 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 大　島 川内純心 鹿屋中央 鹿　商

11 鹿　南 鹿女子 鹿城西 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 樋　脇 実施せず 鹿城西 鹿屋農 鹿女子 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 れいめい 川内純心 鹿屋中央 鹿　商

12 鹿　商 鹿女子 鹿　実 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 樋　脇 樋　脇 鹿城西 鹿屋農 鹿女子 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 れいめい 鹿純心 鹿屋中央 錦江湾

13 鹿　南 鹿女子 鹿　実 鳳　凰 鹿中央 鳳　凰 実施せず 樋　脇 鹿城西 鹿  商 鹿屋女 れいめい 鹿屋中央 鹿　実 鹿純心 川　内 神村学園 鹿屋中央 鹿　商

14 鹿　商 鹿女子 松　陽 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 樋　脇 武岡台 岩　川 樟　南 鹿　南 れいめい 鹿児島 鹿　実 鹿純心 れいめい 神村学園 鹿屋中央 鹿　商

15 鹿　商 鹿女子 鹿　実 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 武岡台 岩　川 鹿玉龍 鹿　南 れいめい 実施せず 鹿　実 鹿純心 れいめい 鹿女子 鹿屋中央 錦江湾

16 鹿　商 鹿女子 鹿　実 神村学園 鳳　凰 鹿純心 実施せず 樋　脇 岩　川 鹿　商 鹿屋中央 れいめい れいめい 鹿　実 鹿純心 れいめい 神村学園 鹿屋中央 鹿玉龍

17 鹿　南 鹿女子 鹿　実 鳳　凰 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 樋　脇 鹿城西 鹿　工 鹿屋中央 れいめい 松　陽 鹿　実 鹿　実 川　内 鹿児島 鹿屋中央 鹿　商

18 鹿　南 鹿女子 松　陽 鳳　凰 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 樋　脇 鹿城西 鹿玉龍 鹿屋中央 れいめい れいめい 鹿　実 鹿　実 鹿　工 鹿純心 鹿玉龍 鹿　商

19 鹿　南 鹿女子 神村学園 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 樋脇･川薩清修館 岩　川 鹿　商 鹿屋中央 れいめい れいめい 鹿　実 鹿　実 鹿　工 鹿純心 鹿玉龍 鹿玉龍

20 鹿　商 鹿女子 鹿城西 鳳　凰 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 樋脇･川薩清修館 岩　川 鹿　商 鹿女子 れいめい れいめい 鹿　実 鹿　実 鹿　工 鹿純心 樟　南 鹿　商

21 鹿　南 鹿女子 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 川薩清修館 鹿城西 鹿　商 鹿女子 れいめい れいめい 鹿　実 鹿　実 鹿　工 鹿児島 鹿屋中央 鹿　商

22 鹿　商 鹿女子 鹿城西 鳳　凰 鳳　凰 鳳　凰 川薩清修館 川薩清修館 鹿城西 鹿　商 鹿女子 れいめい れいめい 鹿　実 鹿　実 鹿　工 鹿純心 鹿屋中央 鹿　商

23 鹿　商 鹿女子 神村学園 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 川薩清修館 川薩清修館 鹿城西 鹿　商 鹿女子 れいめい れいめい 鹿　実 加治木 川　内 鹿純心 鹿屋中央 鹿　商

24 鹿　商 鹿女子 鹿城西 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 実施せず 鹿城西 鹿　商 鹿女子 れいめい れいめい 鹿　実 鹿屋女 川　内 鹿純心 鹿屋中央 鹿　商

25 鹿児島 鹿女子 鹿城西 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 武岡台 出水工 鹿　商 鹿女子 れいめい れいめい 鹿　実 鹿　実 川　内 鹿女子 鹿屋中央 鹿　商

26 鹿　商 鹿女子 鹿　実 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 川薩清修館 鹿　商 鹿　商 鹿女子 れいめい れいめい 鹿　実 鹿　実 川　内 鹿純心 鹿屋中央 鹿　商

27 鹿　南 鹿女子 鹿　実 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 川薩清修館 鹿　工 鹿城西 鹿女子 出水商業 れいめい 鹿　実 鹿　実 鹿　商 鹿純心 鹿屋中央 鹿　商

28 鹿　南 鶴  丸 鹿城西 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 川薩清修館 鹿　工 鹿城西 鹿女子 出水商業 れいめい 鹿　実 鹿　実 れいめい 鹿女子 鹿屋中央 鹿　商

29 鹿　南 鹿女子 神村学園 神村学園 鳳　凰 鳳　凰 実施せず 川薩清修館 鹿　商 鹿女子 鹿女子 出水商業 れいめい 鹿　実 鹿　実 川　内 鹿女子 鹿屋中央 鹿　商
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陸上 サッカ－ テニス ホッケ－ バレ－ボ－ル
ボクシング レスリング

 体操 新体操 バスケットボ-ﾙ



 種目

 年度  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女  　男  　女 春 秋

5 鹿　商 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　商 鹿屋農 串木野 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 加治木工 鹿屋女 鹿　実 神村学園 鹿　工

6 鹿　商 鹿　南 鹿　商 鹿城西 鹿　商 鹿屋農 串木野 鹿屋農 鹿女子 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　工 鹿　工 鹿　商 鹿児島 鹿　工

7 鹿　実 鹿　南 れいめい 鹿城西 鹿　実 鹿屋農 串木野 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 加治木工 鹿　工 鹿　実 神村学園 鹿　実

8 鹿　商 鹿女子 鹿　商 鹿女子 鹿　実 鹿　工 串木野 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　工 鹿　工 鹿　実 神村学園 鹿　工

9 鹿児島 鹿女子 れいめい 鹿女子 鹿　商 鹿屋農 串木野 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 岩　川 鹿　工 鹿　商 神村学園 鹿　工

10 鹿児島 鹿　南 れいめい 鹿女子 樟　南 鹿屋農 串木野 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　工 鹿屋女 鹿　商 樟　南 鹿　工

11 鹿児島 鹿女子 れいめい 鹿学芸 鹿　実 鹿　商 鹿　南 鹿屋農 神村学園 鹿屋農 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　工 鹿　工 鹿　商 鹿児島 鹿　工 鹿　工

12 鹿児島 鹿女子 鹿城西 鹿学芸 鹿　実 鹿屋農 鹿　南 鹿屋農 神村学園 鹿屋農 鹿　南 鹿　商 鹿児島 鹿　工 鹿　工 鹿　商 鳳　凰 鹿　工 鹿　実

13 鹿児島 指宿商 鹿城西 鹿学芸 樟　南 鹿　工 鹿　南 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿児島 鹿女子 鹿　工 鹿　工 鹿　実 神村学園 鹿　工 鹿　実

14 鹿児島 鹿　南 鹿城西 鹿女子 鹿　商 鹿　商 鹿　南 鹿屋農 鹿女子 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 加治木工 加治木工 鹿　商 鹿児島 鹿　実 鹿　実

15 鹿児島 指宿商 れいめい 鹿城西 鹿　実 甲　陵 鹿　南 鹿屋農 神村学園 鹿　南 実施せず 鹿児島 鹿女子 岩　川 鹿　工 樟　南 鹿児島 鹿　実 鹿　工

16 鹿児島 鹿　南 れいめい 松　陽 樟　南 鹿　商 鹿　南 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　工 加治木工 鹿　実 鳳　凰 甲　南 鹿玉龍

17 鹿児島 鹿　南 れいめい 松　陽 樟　南 甲　陵 鹿　南 加治木工 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 加治木工 加治木工 鹿　商 鹿児島 鹿　実 鹿　実

18 鹿　屋 鹿女子 れいめい 鹿城西 鹿　商 甲　陵 鹿　南 鹿屋農 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿児島 鹿女子 加治木工 鹿　工 鹿　商 鳳　凰 鹿玉龍 甲　南

19 鹿児島 鹿　南 れいめい 鹿城西 鹿　実 甲　陵 鹿　南 加治木工 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　工 南大隅 鹿　商 神村学園 鹿玉龍 鹿玉龍

20 鹿児島 鹿　南 鹿城西 修学館 鹿　商 甲　陵 鹿　南 加治木工 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 岩　川 加治木 鹿　実 樟　南 鹿　実 鹿　実

21 鹿屋工 鹿　南 れいめい 鹿女子 樟　南 甲　陵 鹿　南 加治木工 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 隼人工 鹿玉龍 鹿　実 神村学園 鹿　工 鹿　実

22 鹿児島 指宿商 れいめい 修学館 鹿　商 甲陵･明桜館 鹿　南 鹿屋農 鹿女子 鹿　南 鹿　南 鹿児島 鹿女子 加治木工 鹿屋女 鹿　実 鹿屋女 鹿　実 鹿　実

23 鹿児島 鹿女子 鹿　工 鹿城西 鹿　商 鹿情報 鹿　南 鹿　工 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿児島 加治木工 加治木 鹿　商 樟　南 鹿　工 鹿　工

24 鹿児島 鹿　南 れいめい 鹿城西 鹿　商 明桜館 鹿　南 加治木工 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 加治木工 鹿屋女 鹿　商 鹿屋女 鹿　実 鹿　実

25 鹿児島 鹿　南 れいめい 鹿城西 樟　南 明桜館 鹿情報 鹿　工 神村学園 実施せず 実施せず 鹿　工 鹿女子 加治木工 加治木工 鹿　商 樟　南 大　口 鹿　工

26 鹿児島 鹿　南 れいめい 鹿城西 樟　南 明桜館 鹿情報 鹿屋農 神村学園 実施せず 実施せず 鹿　商 鹿女子 吹　上 甲  南 鹿　商 錦江湾 鹿　実 鹿　実

27 鹿　商 指宿商 れいめい 鹿女子 樟　南 鹿　商 鹿　南 鹿　工 神村学園 鹿　南 実施せず 鹿　商 鹿女子 隼人工 出水商 鹿　実 鹿屋女 鹿　実 鹿　実

28 鹿　商 鶴  丸 鹿　工 鹿女子 鹿　商 鹿情報 鹿情報 鹿　工 神村学園 鹿　南 鹿　南 鹿　商 鹿女子 鹿　南 加治木工 樟　南 錦江湾 鹿　工 鹿　実

29 鹿　商 指宿商 れうめい 鹿城西 樟　南 明桜館 国分中央 鹿　工 神村学園 実施せず 実施せず 鹿　商 鹿女子 鹿　工 鹿　南 鹿　商 錦江湾 鹿情報
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ラグビー
相撲

卓球 柔道ソフトテニス 剣道バドミントン 弓道ソフトボ－ル フェンシング



種目

年度  　男  　女  　男  　女  男 舵手付き  女 舵手付き 男ダブルスカル 女ダブルスカル  　男    女  ｲﾀﾘｱﾝ  4㎞ﾁ-ﾑ    男  　女  　男    女

5 鶴　丸  鹿中央 鹿　実 鹿情報 鹿　南 鹿　屋 鹿　屋 鹿城西 串良商 鹿純心 南大隅 南大隅 鹿　実 神村学園 鹿　南 鹿　工 鹿純心

6 加治木 加治木 鹿　実 鹿情報 鹿　南 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 南大隅 南大隅 鹿　実 神村学園 錦江湾 鹿　工 鹿純心

7 加治木 加治木 鹿　実 鹿情報 鹿　南 鹿　屋 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 鹿　実 鹿高専 樟　南 樟　南 鹿　南 鹿　工 鹿純心

8 加治木 加治木 鹿　実 鹿　実 鹿　南 鹿屋農 鹿　屋 鹿城西 徳之島 川　辺 鹿　実 鹿　実 樟　南 神村学園 鹿純心 鹿　工 鹿純心

9 加治木 加治木 鹿　実 鹿　実 鹿　南 鹿　屋 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 南大隅 南大隅 樟　南 神村学園 鹿純心 鹿　工 実施せず

10 加治木 加治木 鹿　実 鹿　実 鹿　南 鹿屋農 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 南大隅 南大隅 鹿　実 神村学園 錦江湾 鹿　工 実施せず

11 ﾗ･ｻ-ﾙ 加治木 国　分 鹿　実 鹿　南 鹿屋農 鹿　屋 鹿屋農 徳之島 川　辺 南大隅 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿　東 鹿　工 実施せず

12 加治木 加治木 甲　南 鹿　実 鹿　南 鹿　屋 川　内 鹿屋農 鹿城西 川　辺 鹿児島 南大隅 鹿　実 神村学園 錦江湾 鹿　工 実施せず

13 ﾗ･ｻ-ﾙ 加治木 甲　南 国　分 鹿　南 鹿　屋 鹿屋農 鹿城西 徳之島 川　辺 鹿　実 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿　東 鹿　工 実施せず

14 加治木 鶴  丸 甲  南 国　分 鹿　南 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 鹿  実 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿  東 鹿　工 実施せず

15 鶴  丸 鶴  丸 国  分 国　分 鹿　南 鹿屋工 鹿屋農 鹿城西 鹿城西 川　辺 鹿  実 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿  東 鹿　工 実施せず

16 鶴  丸 鹿玉龍 鹿　実 国　分 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸS 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿  南 鹿　工 鹿玉龍

17 鶴  丸 鶴  丸 鹿　実 鹿　実 実施せず 鹿屋工 川  内 鹿城西 鹿城西 川　辺 チームS 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿  東 鹿　工 実施せず

18 鶴  丸 鶴  丸 鹿　実 鹿　実 実施せず 鹿屋工 川  内 鹿城西 大島北 川　辺 鹿  実 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿  東 鹿玉龍 実施せず

19 鹿玉龍 国　分 鹿情報 鹿　実 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 チームS 鹿　実 鹿　実 神村学園 鹿  南 鹿玉龍 鹿玉龍

20  出  水 実施せず 鹿情報 鹿情報 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿第一 鹿城西 川　辺 チームs 南大隅 鹿　実 神村学園 国分中央 鹿　工 実施せず

21  出  水 鶴  丸 鹿情報 鹿　実 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 鹿第一 川　辺 南大隅 南大隅 鹿　実 神村学園 鹿  南 鹿　工 実施せず

22 鶴  丸 鶴  丸 鹿情報 鹿　実 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 大　島 川　辺 南大隅 南大隅 鹿　実 神村学園 鹿  南 鹿　工 実施せず

23 鶴  丸 鶴  丸 鹿情報 鹿　実 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 大　島 国分中央 南大隅 南大隅 加治木 神村学園 鹿  南 鹿　工 実施せず

24 鶴  丸 鶴  丸 鹿情報 鹿情報 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 南大隅 南大隅 鹿屋女 神村学園 鹿純心 鹿　工 実施せず

25 鶴  丸 鶴  丸 鹿情報 鹿情報 実施せず 鹿屋工 鹿　屋 鹿城西 鹿城西 川　辺 南大隅 南大隅 鹿　実 神村学園 鹿純心 鹿　工 実施せず

26 鶴  丸 鶴  丸 鹿情報 鹿情報 実施せず 鹿　屋 鹿　屋 鹿第一 鹿城西 川　辺 南大隅 南大隅 鹿　実 神村学園 国分中央 鹿　工 実施せず

27 鶴  丸 加治木 鹿情報 鹿情報 実施せず 鹿屋工 川  内 鹿屋農 鹿　屋 鹿第一 鹿城西 川　辺 南大隅 鹿　実 鹿女子 国分中央 鹿　工 鹿　工

28 鶴  丸 鶴  丸 鹿情報 鹿情報 実施せず 鹿　屋 川  内 鹿屋工 鹿　屋 鹿第一 明桜館 実施せず 南大隅 鹿　実 神村学園 国分中央 鹿　工 鹿　工

29 加治木 加治木 鹿情報 鹿情報 実施せず 鹿屋工 川  内 鹿　屋 川　内 鹿城西 鹿城西 川　辺 南大隅 鹿　実 神村学園 国分中央 鹿　工 鹿　工
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