
大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第61回県選手権大会 男子 山梨南中学校 敷島中学校 下吉田中学校 田富中学校

H30.5.27/6.3/10 女子 敷島中学校 吉田中学校 富士学苑中学校 山中湖中学校

第69回県総合体育大会 男子 山梨南中学校 敷島中学校 押原中学校 笛川中学校

H30.7.26/27/29 女子 敷島中学校 山中湖中学校 吉田中学校 櫛形中学校

第41回県新人大会 男子 笛川中学校 山梨南中学校 塩山中学校 城南中学校

H30.11.4/11/18 女子 敷島中学校 吉田中学校 明見中学校 富士学苑中学校

第37回県１年生大会 男子 西中学校 城南中学校 塩山中学校 押原中学校

Ｈ31.1.12/13/19 女子 敷島中学校 河口湖南中学校 下吉田中学校 明見中学校

第19回県交流大会 一男 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ31.1.26/27 男子 笛川中学校 城南中学校 櫛形中学校 山梨南中学校

一女 女子 敷島中学校 山梨南・笛川中学校 明見中学校 吉田中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第60回県選手権大会 男子 城南中学校 押原中学校 田富中学校 山梨北中学校

H29.5.29/6.5/12 女子 山中湖中学校 富士学苑中学校 吉田中学校 下吉田中学校

第68回県総合体育大会 男子 山梨南中学校 田富中学校 城南中学校 玉幡中学校

H29.7.26/27/29 女子 山中湖中学校 富士学苑中学校 吉田中学校 下吉田中学校

第40回県新人大会 男子 山梨南中学校 下吉田中学校 敷島中学校 押原中学校

H29.11.5/12/19 女子 富士学苑中学校 敷島中学校 吉田中学校 山中湖中学校

第36回県１年生大会 男子 笛川中学校 山梨南中学校 浅川中学校 城南中学校

Ｈ30.1.8/13/14 女子 敷島中学校 明見中学校 富士学苑中学校 吉田中学校

第18回県交流大会 一男 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ30.1.28/29 男子 山梨南中学校 田富中学校 敷島中学校 下吉田中学校

一女 女子 敷島中学校 明見中学校 山中湖中学校 吉田中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

　　平成２９年度大会結果

　　平成２８年度大会結果

　　　各大会歴代ベスト４一覧表（男子年度別）

　　　各大会歴代ベスト４一覧表（女子年度別）

　　　各大会歴代ベスト４一覧表（卒業学年別男子）

　　　各大会歴代ベスト４一覧表（卒業学年別女子）

　　平成３０年度大会結果
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第59回県選手権大会 男子 山梨南中学校 河口湖南中学校 石和中学校 山梨北中学校

H28.5.29/6.5/12 女子 猿橋中学校 敷島中学校 下吉田中学校 富士学苑中学校

第67回県総合体育大会 男子 河口湖南中学校 山梨南中学校 櫛形中学校 石和中学校

H28.7.26/27/29 女子 猿橋中学校 敷島中学校 下吉田中学校 富士学苑中学校

第39回県新人大会 男子 城南中学校 山梨南中学校 玉幡中学校 田富中学校

H28.11.6/13/20 女子 山中湖中学校 下吉田中学校 吉田中学校 富士学苑中学校

第17回県交流大会 一男 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ29.1.28/29 男子 城南中学校 田富中学校 玉幡中学校 山梨南中学校

一女 女子 山中湖中学校 浅川中学校 吉田中学校 下吉田中学校

第35回県１年生大会 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ29.1.14/15 男子 下吉田中学校 河口湖南中学校 山梨南中学校 敷島中学校

*雪の影響により１日目中止 女子 山中湖中学校 猿橋中学校 櫛形中学校 吉田中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第58回県選手権大会 男子 山梨南中学校 山梨北中学校 下吉田中学校 玉穂中学校

H27.6.7/14/21 女子 猿橋中学校 敷島中学校 吉田中学校 下吉田中学校

第66回県総合体育大会 男子 山梨南中学校 山梨北中学校 下吉田中学校 玉穂中学校

H27.7.26/27/29 女子 猿橋中学校 敷島中学校 吉田中学校 山中湖中学校

第38回県新人大会 男子 山梨南中学校 河口湖南中学校 石和中学校 吉田中学校

Ｈ27.11.1/8/15 女子 猿橋中学校 富士学苑中学校 櫛形中学校 吉田中学校

第34回県１年生大会 男子 玉幡中学校 城南中学校 田富中学校 山梨北中学校

Ｈ28.1.11/16/17 女子 山中湖中学校 下吉田中学校 富士学苑中学校 吉田中学校

第15回県交流大会 初日 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ28.1.30/31 男子 山梨南中学校 浅川中学校 石和中学校 河口湖南中学校

女子 猿橋中学校 山中湖中学校 吉田中学校 敷島中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第57回県選手権大会 男子 笛川中学校 山梨南中学校 浅川中学校 山梨北中学校

H26.6.1/8/15 女子 猿橋中学校 山中湖中学校 富士学苑中学校 敷島中学校

第65回県総合体育大会 男子 笛川中学校 浅川中学校 山梨南中学校 山梨北中学校

H26.7.26/27/29 女子 猿橋中学校 山中湖中学校 富士学苑中学校 敷島中学校

第37回県新人大会 男子 山梨南中学校 山梨北中学校 笛川中学校 下吉田中学校

Ｈ26.11.2/9/16 女子 猿橋中学校 明見中学校 敷島中学校 櫛形中学校

第33回県１年生大会 男子 山梨南中学校 河口湖南中学校 吉田中学校 石和中学校

Ｈ27.1.12/17/18 女子 敷島中学校 猿橋中学校 下吉田中学校 明見中学校

　　平成２６年度大会結果

　　平成２７年度大会結果
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第14回県交流大会 初日 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

.Ｈ27.1.31/ 2.1 男子 山梨南中学校 下吉田中学校 田富中学校 山梨北中学校

女子 猿橋中学校 櫛形中学校 敷島中学校 明見中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第56回県選手権大会 男子 敷島中学校 押原中学校 笛川中学校 山梨北中学校

H25.6.2/9/16 女子 敷島中学校 吉田中学校 猿橋中学校 下吉田中学校

第64回県総合体育大会 男子 敷島中学校 笛川中学校 押原中学校 山梨北中学校

H25.7.26/27/29 女子 敷島中学校 吉田中学校 猿橋中学校 富士学苑中学校

第36回県新人大会 男子 笛川中学校 山梨北中学校 山梨南中学校 浅川中学校

Ｈ25.11.3/10/17 女子 富士学苑中学校 猿橋中学校 櫛形中学校 吉田中学校

第14回県交流大会 初日 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ26.1.11/12 男子 笛川中学校 浅川中学校 山梨南中学校 山梨北中学校

女子 猿橋中学校 山中湖中学校 大月東中学校 櫛形中学校

第33回県１年生大会 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

.Ｈ26.1.26/1.2 男子 山梨南中学校 山梨北中学校 吉田中学校 下吉田中学校

女子 猿橋中学校 吉田中学校 明見中学校 富浜中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第55回県選手権大会 男子 山梨北中学校 押原中学校 西中学校 吉田中学校

H24.6.3/10/17 女子 富士学苑中学校 敷島中学校 吉田中学校 明見中学校

第63回県総合体育大会 男子 山梨北中学校 押原中学校 敷島中学校 吉田中学校

H24.7.26/27/29 女子 富士学苑中学校 敷島中学校 猿橋中学校 吉田中学校

第35回県新人大会 男子 敷島中学校 山梨北中学校 押原中学校 笛川中学校

Ｈ24.11.4/11/18 女子 敷島中学校 吉田中学校 下吉田中学校 櫛形中学校

第13回県交流大会 初日 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ25.1.12/13 男子 敷島中学校 笛川中学校 押原中学校 山梨北中学校

女子 敷島中学校 明見中学校 下吉田中学校 吉田中学校

第32回県１年生大会 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

.Ｈ25.1.27/2.3 男子 浅川中学校 西中学校 山梨北中学校 笛川中学校

女子 猿橋・勝山合同 山中湖中学校 富士学苑中学校 吉田中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第54回県選手権大会 男子 山梨北中学校 吉田中学校 城南中学校 玉穂中学校

　　平成２３年度大会結果

　　平成２４年度大会結果

　　平成２５年度大会結果
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H23.6.5/12/19 女子 櫛形中学校 吉田中学校 下吉田中学校 富士見台中学校

第62回県総合体育大会 男子 山梨北中学校 敷島中学校 吉田中学校 浅川中学校

H23.7.26/27/29 女子 吉田中学校 富士学苑中学校 櫛形中学校 下吉田中学校

第34回県新人大会 男子 押原中学校 山梨北中学校 西中学校 吉田中学校

Ｈ23.11.6/13/20 女子 富士学苑中学校 吉田中学校 敷島中学校 明見中学校

第12回県交流大会 初日 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ24.1.7/8 男子 押原中学校 吉田中学校 西中学校 山梨北中学校

女子 玉穂中学校 浅川中学校 明見中学校 敷島中学校

第31回県１年生大会 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

.Ｈ24.1.29 2.4/5 男子 敷島中学校 山梨北中学校 押原中学校 甲陵中学校

女子 敷島中学校 吉田中学校 明見中学校 下吉田中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第53回県選手権大会 男子 西中学校 山梨北中学校 敷島中学校 浅川中学校

H22.6.6/13/20 女子 吉田中学校 下吉田中学校 櫛形中学校 大月東中学校

第61回県総合体育大会 男子 山梨北中学校 西中学校 市川中学校 敷島中学校

H22.7.25/26/28 女子 吉田中学校 下吉田中学校 明見中学校 櫛形中学校

第33回県新人大会 男子 山梨北中学校 吉田中学校 田富中学校 城南中学校

Ｈ22.10.31/11.7/14 女子 櫛形中学校 明見中学校 下吉田中学校 吉田中学校

第11回県交流大会 初日 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ22.1.8/9 男子 山梨北中学校 城南中学校 田富中学校 吉田中学校

女子 櫛形中学校 下吉田中学校 山中湖中学校 明見中学校

第30回県１年生大会 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

.Ｈ22.1.30 2.5/6 男子 山梨北中学校 押原中学校 西中学校 吉田中学校

女子 富士学苑中学校 浅川中学校 吉田中学校 櫛形中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第52回県選手権大会 男子 田富中学校 市川中学校 山梨北中学校 押原中学校

H21.6.7/14/21 女子 下吉田中学校 吉田中学校 山中湖中学校 押原中学校

第60回県総合体育大会 男子 田富中学校 浅川中学校 山梨北中学校 富竹中学校

H21.7.25/26/28 女子 下吉田中学校 明見中学校 吉田中学校 山中湖中学校

市川中学校

上条中学校

猿橋中学校

北東中学校

　　平成２１年度大会結果

男子 西中学校 山梨北中学校

　　平成２２年度大会結果

女子 下吉田中学校 吉田中学校

第32回県新人大会

Ｈ21.11.3/8/15

http://www.kai.ed.jp/chubaske/h23sensyukenkekkaw.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h23soutaikekkam.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h23soutaikekkaw.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/23sinjinkatiagarim.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/23sinjinkatiagariw.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/23kouryuku1nitimekekka.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/23kouryukekkam.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/23kouryukekkaew.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/23 1nenkekkam.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/23 1nenkekkaw.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/22sensyukenkatiagari.m2.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/22sensyukenkatiagari.w2.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h22soutaikumiawasem.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h22soutaikumiawasew.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h22sinjinkekkam.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h22sinjinkekkaw.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/22kouryu1nitimekekka.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/22kouryuukekkam.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/22kouryuukekkaw.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/221nenkekkam.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/221nenkekkaw.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h21sensyukenkatigagari-men.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h21sensyukenkatiageri-women.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h21msoutaikekka.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/21wsoutaikekka.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/21sinjinkakkaboy.pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/21sinjinkakkagir.pdf


第10回県交流大会 初日 Ａパート優勝 Ｂパート優勝 Ｃパート優勝 Ｄパート優勝

Ｈ22.1.9/10 男子 西中学校 押原中学校 市川中学校 韮崎東中学校

女子 下吉田中学校 明見中学校 猿橋中学校 山中湖中学校

第29回県１年生大会 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

.Ｈ22.1.31 2.6/7 男子 山梨北中学校 吉田中学校 城南中学校 敷島中学校

女子 吉田中学校 下吉田中学校 富士見台中学校 明見中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第51回県選手権大会 男子 田富中学校 市川中学校 明見中学校 浅川中学校

H20.6.1/8/15 女子 下吉田中学校 吉田中学校 櫛形中学校 大月東中学校

第59回県総合体育大会 男子 田富中学校 浅川中学校 市川中学校 明見中学校

H20.7.25/26/28 女子 下吉田中学校 吉田中学校 櫛形中学校 白根御勅使中学校

第31回県新人大会 男子 田富中学校 浅川中学校 市川中学校 山梨北中学校

Ｈ20.11.1/9/16 女子 下吉田中学校 吉田中学校 白根巨摩中学校 山中湖中学校

第28回県１年生大会 男子 韮崎東中学校 西中学校 山梨北中学校 市川中学校

H21.12.23/1.10/11 女子 吉田中学校 山中湖中学校 北東中学校 田富・白根巨摩合同

第9回県交流大会 男子 田富中学校 浅川中学校 市川中学校 押原中学校

H20.1.25/2.7/8 女子 下吉田中学 吉田中学校 田富中学校 富士見台中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第50回県選手権大会 男子 市川中学校 田富中学校 上条中学校 玉幡中学校

H19.6.3/10/17 女子 吉田中学校 下吉田中学校 櫛形中学校 大月東中学校

第58回県総合体育大会 男子 上条中学校 市川中学校 田富中学校 玉幡中学校

H19.7.25/26/28 女子 下吉田中学校 吉田中学校 櫛形中学校 大月東中学校

第30回県新人大会 男子 田富中学校 浅川中学校 市川中学校 明見中学校

Ｈ19.11.4/11/18 女子 下吉田中学校 吉田中学校 猿橋中学校 櫛形中学校

第27回県１年生大会 男子 田富中学校 市川中学校 浅川中学校 押原中学校

H19.12.23/Ｈ20.1.12/13 女子 吉田中学校 下吉田中学校 押原中学校 田富中学校

第8回県交流大会 男子 田富中学校 浅川中学校 明見中学校 市川中学校

H20.1.27/2.9/10 女子 吉田中学校 下吉田中学校 櫛形中学校 猿橋中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第49回県選手権大会 男子 田富中学校 市川中学校 一宮中学校 上条中学校

H18.6.4/11/18 女子 吉田中学校 明見中学校 竜王北中学校 下吉田中学校

　　平成1８年度大会結果

　　平成1９年度大会結果

　　平成２０年度大会結果

http://www.kai.ed.jp/chubaske/21kouryukumiawasema.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/21kouryukumiawasewo.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/211nenkatiagarima.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/211nenkatiagariwo.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h20senshukenkekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h20senshukenkekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h20so-taikekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h20so-taikekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/sinjinndannsikati1.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/sinjinnjyosikati1.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h201nennkatiagariman.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h201nennkatiagariwomen.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h20 9kouryuukatiagariman.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h20 9kouryuukatiagariwoman.xls
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19senshukenkekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19senshukenkekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19so-taikekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19so-taikekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19shinjinkekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19shinjinkekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h191nenseikekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h191nenkekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19ko-ryu-kekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h19ko-ryu-kekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18senshukenkekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18senshukenkekka(woman).pdf


第57回県総合体育大会 男子 市川中学校 田富中学校 南西中学校 山梨南中学校

H18.7.25/26/28 女子 吉田中学校 下吉田中学校 竜王北中学校 明見中学校

第29回県新人大会 男子 田富中学校 市川中学校 上条中学校 塩山中学校

Ｈ18.11.5/112/19 女子 吉田中学校 大月東中学校 下吉田中学校 上条中学校

第26回県１年生大会 男子 浅川中学校 双葉中学校 明見中学校 市川中学校

H19.1.13/14/21 女子 下吉田中学校 吉田中学校 猿橋中学校 白根御勅使中学校

第7回県交流大会 男子 上条中学校 玉幡中学校 田富中学校 浅川中学校

H29.2.3/10/11 女子 吉田中学校 下吉田中学校 白根巨摩中学校 大月東中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第48回県選手権大会 男子 田富中学校 市川中学校 山梨北中学校 上条中学校

H17.6.5/12/19 女子 吉田中学校 下吉田中学校 韮崎東中学校 白根御勅使中学校

第56回県総合体育大会 男子 市川中学校 田富中学校 韮崎東中学校 下吉田中学校

H17.7.25/26/28 女子 吉田中学校 下吉田中学校 韮崎東中学校 竜王北中学校

第28回県新人大会 男子 田富中学校 市川中学校 泉中学校 櫛形中学校

H17.11.3/6/13 女子 吉田中学校 明見中学校 下吉田中学校 南西中学校

第25回県１年生大会 男子 上条中学校 笛川中学校 玉幡中学校 浅川中学校

H18.1.15/21/22 女子 吉田中学校 下吉田中学校 南西中学校 大月第一中学校

第6回県交流大会 男子 田富中学校 泉中学校 南西中学校 市川中学校

H18.2.5/11/12 女子 吉田中学校 　明見中学校 下吉田中学校 南西中学校

大　会　名 全結果 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位

第47回県選手権大会 男子 田富中学校 浅川中学校 西中学校 市川中学校

H16.6.6/13/20 女子 吉田中学校 下吉田中学校 韮崎東中学校 白根御勅使中学校

第55回県総合体育大会 男子 田富中学校 市川中学校 西中学校 玉幡中学校

H16.7.25/26/28 女子 下吉田中学校 吉田中学校 白根御勅使中学校 韮崎東中学校

第27回県新人大会 男子 田富中学校 市川中学校 山梨北中学校 上条中学校

H17.11.3/7/14 女子 下吉田中学校 韮崎東中学校 吉田中学校 白根御勅使中学校

第24回１年生大会 男子 市川中学校 泉中学校 田富中学校 下吉田中学校

H17.1.16/22/23 女子 吉田中学校 下吉田中学校 明見中学校 白根巨摩中学校

第5回交流大会 男子 下吉田中学校 浅川中学校 山梨北中学校 上条中学校

H17.2.6/11/12 女子 吉田中学校 下吉田中学校 白根御勅使中学校 韮崎東中学校

　　平成1７年度大会結果

　　平成1６年度大会結果

http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18so-taikekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18so-taikekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18shinjinkekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18shinjinkekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h181nenseikeka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h181nenseikeka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18ko-ryu-kekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h18ko-ryu-kekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/senshukenkekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/senshukenkekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/so-taikekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/so-ta-kekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/shinjinkekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/shinjinkekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/1nenkekkah17(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/1nenkekkah17(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h17ko-ryu-kekka(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/h17ko-ryu-kekka(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/senshukenkekkah16(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/senshukenkekkah16(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/so-taikekkah16(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/so-taikekkah16(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/shinjinkekkah16(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/shinjinkekkah16(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/1nenkekkah16(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/1nenkekkah16(woman).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/ko-ryu-kekkah16(man).pdf
http://www.kai.ed.jp/chubaske/ko-ryu-kekkah16(woman).pdf

