
大会回数 優　勝　校 出場校 九州大会開催地・備考

87 第1回 島原工業（１－①） 福岡 ●　０－１　ラ・サール

88 2 奈留（１－①） 熊本 ●　０－３　高鍋農業

89 平成元年 3 平戸（１－①） 福岡・準優勝
○　１－０　鹿児島商業
○　２－１　高鍋農業
●　２－６　四日市

90 ２年 4 富江（１－①） 鹿児島 ●　０－９　熊本一工

91 ３年 5 豊玉（１－①） 大分 ●　１－３　熊本一工

92 ４年 6 豊玉（２－②） 宮崎 ●　０－４　鹿児島商業

93 ５年 7 豊玉（３－③） 沖縄 ●　０－１１熊本一工

94 ６年 8 豊玉（４－④） 佐賀 ●　０－６　河浦

95 ７年 9 豊玉（５－⑤） 長崎（平戸） ●　１－６　野津

96 ８年 10 奈留（２－②） 福岡 ●　３－５　鹿児島実業

97 ９年 11 奈留（３－③） 沖縄 ●　０－７　四日市

98 １０年 12 奈留（４－④） 熊本 ●　１－４　鹿児島実業

13 奈留（５－⑤） 佐賀 ●　１－９　鹿児島実業

14 豊玉（６－⑥） 鹿児島
○　４－１　熊本農業
●　０－７　鹿児島実業

15 豊玉（７－⑦） 長崎（諫早） ●　２－６　久留米商業

16 奈留（６－⑥） 大分・準優勝
○　３－１　糸島農業
●　２－３　鹿児島商業

17 豊玉（８－⑧） 沖縄 ●　２－４　河浦

18 奈留（７－⑦） 宮崎・準優勝
○　４－２　津久見
●　０－１　鞍手農業

19 奈留（８－⑧） 福岡・優勝
○　１－０　鞍手農業
○　６－０　鹿児島商業

20 五島南（１－①） 熊本 ●　０－３　鹿児島実業

21 五島南（２－②） 鹿児島 ●　０－１　津久見

22 五島南（３－③） 佐賀 ●　０－２　鹿児島商業

23 奈留（９－⑨） 大分・準優勝
○　４－２　津久見
●　１－３　四日市

24 奈留（１０－⑩） 五島南（３－④） 長崎（佐世保）・準優勝

奈留

五島南

○　２－１　朝倉東
●　０－３　四日市

●　０－６　鹿児島商業

25 奈留（１１－⑪） 宮崎 ●　１－２　鹿児島商業

26 五島南（４－⑤） 沖縄 ●　３－４　鹿児島商業

27 奈留（１２－⑫） 熊本
○　５－２　鹿児島工業
●　１－５　河浦

28 奈留（１３－⑬） 福岡
○　６－２　筑陽学園
●　０－３　四日市

29 奈留（１４－⑭） 大分 ●　０－１　真和

30 奈留（１５－⑮） 鹿児島 ●　０－２　鹿児島工業

31 奈留（１６－⑯） 北松農業（０－①） 長崎（佐世保）
奈留

北松農業

●　１－９　河浦

●　１－１３鹿児島実業

32 奈留（１７－⑰） 佐賀
○　３－１　奈留
●　０－２　開新

33 奈留（１８－⑱） 沖縄
○　２－０　八女学院
●　２－３　開新

34 奈留（１９－⑲） 宮崎 ●　０－４　鹿児島実業

35 奈留（２０－⑳） 福岡 ●　１－８　鹿児島実業

36 五島南（５－⑥） 熊本 ●　０－４　開新
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大会回数 優　勝　校 出場校 九州大会開催地・備考 試合結果

37 五島南（６－⑦） 鹿児島 ●　２－５　鹿児島商業

38 奈留（２１－㉑） 大分 ●　０－１０文徳

39 北松農業（１－②） 佐賀 ●　０－５　鹿児島工業

40 奈留（２２－㉒） 北松農業（１-③） 長崎（佐世保）

奈留

北松農業

●　３－５　開新

●　０－２　津久見

41 奈留（２３－㉓） 宮崎 ●　１－６　福大大濠

42 奈留・北農連合（１－①） 沖縄・連合チームとして初出場 ●　４－１　鹿児島実業

43 創成館（１－①） 熊本 ●　０－１　鹿児島実業

44 五島南（７－⑧） 福岡 ●　２－３　筑陽学園

45 創成館（２－②） 佐賀 ●　０－１４糸島農業

46 奈留（２４－㉔） 鹿児島・準優勝
○　７－５　鹿児島
○　２－１　文徳
●　０－４　糸島農業

47 奈留（２５－㉕） 創成館（２－③） 長崎（佐世保）

奈留

創成館

●　１－２　八女学園

○　１－０　東九州龍谷
●　０－１　鹿児島工業

48 北松農業（２－④） 大分 ●　０－４　鹿児島実業

49 北松農業（３－⑤） 沖縄 ●　０－８　鹿児島実業

50 奈留・五南連合（１－①） 宮崎 ●　１－７　東九州龍谷

51 長崎玉成（１－①） 福岡 ●　７－０　筑陽学園

52 北松農業（４－⑥） 熊本 ●　０－１０　文徳

53 北松農業（５－⑦） 鹿児島 ●　１－１４　鹿児島

54 長崎玉成（２－②） 佐賀 ●　０－１３　朝倉東

55

56
五島南・長崎玉成連合
　　　　（１－①）

北松農業（５－⑧） 長崎（柿泊）
五南・玉成

北松農業

●　２－５　鹿児島実業

●　０－４　福大大濠

57 北松農業（６－⑨） 大分 北松農業 ●　０－１４筑陽学園

58
長崎玉成・北松農業・五島南
　三校連合（初） 鹿児島 三校連合 ●　０－７　楠隼

59
長崎玉成・北松農業・五島南
　三校連合（２） 宮崎 三校連合 ●　０－１０筑陽学園

60 長崎玉成（３－③） 沖縄 長崎玉成 ●　０－８　開新

61 北松農業・五島南（１） 熊本 二校連合

62 福岡
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