
[九州]5/7～沖縄 長崎サニクリーン 【一】 6-1 JA鹿児島県信連

【二】 4-0 JA大分信連

BEST４ 【準】 2-5 アイランドブラザース(沖縄)＝優勝

十八親和銀行 【一】 4-5 田中病院(宮崎)

[西日本]5/13～山口 TAKE OFF 【一】 3-13 [７回]圏外(奈良)

[西日本]6/10～大分 ユニバース 【一】 7-0 [８回]京都アルマス(京都)

【二】 16-2[７回]宗像市役所(福岡)

BEST８ 【準々】 9-11 戸高ベースボールクラブ(開催地)＝優勝

[九州]7/23 佐賀 I　B　C 【代】 0-3 別府ST　CLUB(大分)

九州で敗退

[九州]7/30 宮崎 東海クラブ 【代】 1-8 [７回]西川グループ(鹿児島)

九州で敗退

[九州]8/20 熊本 [全国]10/7 栃木 【一】 3-0 (高知)高知家オールスターズ

十八親和銀行 【二】 5-3 (宮崎)浩洋会　田中病院

【代】5-1(宮崎)田中病院 【準々】 1-4 (三重)オール三重

【５、６位決定一回戦】 0-1 (群馬)関東西濃運輸

【７、８位決定戦】 2-1 (福島)株式会社 相双リテック

[全国]9/16～ 佐賀 十八親和銀行 【二】 2-5 JAさが(開催地１)

[西日本]10/28～徳島 十八親和銀行 【一】 6-0 キタNDSクラブ(開催地)

【二】 3-2 住友電工伊丹(兵庫)

【準々】 2-1[10回] ひらまつ病院(前年優勝:佐賀)

BEST４ 【準】 1-2 大阪シティ信用金庫(大阪)

[九州]11/11～ 福岡 十八親和銀行 【二】 8-3 熊本サニクリーン(熊本)

【準々】 2-0 福岡サニクリーン(開催地)

BEST４ 【準】 1-3 ひらまつ病院(前年優勝:佐賀)

長崎サニクリーン 【二】 4-1 株式会社サガシキ(佐賀)

BEST８ 【準々】 1-2 鹿児島トランスポート(鹿児島)＝優勝

[全国]5/27～ 埼玉 対馬・Ｊ 【一】 2-1 国下整形外科シニア(石川)

【二】 2-0 広島クラブ・シニア(広島)

BEST８ 【準々】 1-8 [５回]オール大津しが(滋賀)

[九州]7/23 福岡 松浦ST 【代】 1-8 トウヤ40B(熊本)

九州で敗退

[九州]10/20～ 福岡 県北ロイヤルズ 【二】 5-2 都城クラブ(宮崎)

BEST４ 【準】 2-9 OITA　SUNNY(大分)＝優勝

[九州]11/5～ 対馬・Ｊ 【一】 10-7 キリマンジャロ50's(宮崎)

 長崎(佐世保) 【二】 0-7 トウヤ50(熊本)

松浦OT 【一】 4-10 佐賀名球会(佐賀)

[九州]11/19～ 佐世保西海クラブ 【一】 0-2 薩摩スターズ(鹿児島)

 沖縄

第16回

九州還暦

九州実年

日本スポーツマスターズ

上位大会での戦績

九州連合会長杯

西日本（１部）

西日本（２部）

第44回

第44回

第45回

九州都市対抗

第77回

高松宮賜杯第66回

全日本（２部）

高松宮賜杯第66回

全日本（１部）

第12回

（１チームのみ参加）

令和４年度　長崎県代表チームの上位大会戦績表

2022

第29回

九州成年選抜

第21回

【一般の部】

国民体育大会

天皇賜杯

第77回全日本

第26回

西日本選手権

【成年/実年/還暦】 上位大会での戦績

全日本シニア選手権

第５回



[全国]8/8～ 松浦少年野球クラブ 【二】 5-6 レッドサンズ(東京第１)

　東京

[全国]7/22～ 西諌早少年野球団 【一】 8-2 社北ブルーファイヤーズ(福井)

　和歌山 【二】 1-9 しらさぎ(東京)

[九州]7/30～ Ｓaseboビッグディッパーズ 【一】 4-2 武蔵コンドルス(大分)

　大分 【二】 5-8 友寄ムムクラーズ(沖縄)＝優勝

東長崎イーグルス 【一】 2-3 合志市フューチャーズ(熊本)

[西日本]7/30～ 長崎レッズ 【一】 3-4 日吉津村ス ポーツ少年団野球部(鳥取)

　福岡 西諌早少年野球団 【一】 5-7 久山ライズ(福岡・古賀)

[九州]8/13～ 盈科少年軟式野球クラブ 【二】 0-7 神埼球友クラブ(佐賀)

　福岡 波佐見東小アトムズ 【二】 0-7 中井フェニックス(福岡・北九州)

[九州]8/20～ 福重少年野球クラブ 【一】 2-4 天降川オーシャンズ(鹿児島)

　福岡 波佐見鴻ノ巣少年野球クラブ 【一】 1-5 ガッツ少年野球クラブ(熊本)＝優勝

[九州]8/26～ 桜町ボーイズ 【一】 4-16嘉手納ライオンズ(沖縄)＝優勝

　鹿児島

[九州]3/19～ 郷ノ浦中学校 【一】 4-0 小郡市立三国中学校(福岡)

　熊本 【準】 3-2 那覇市立首里中学校(沖縄)

優勝 【決】 4-2 合志市立合志中学校(熊本)

[全国]3/21～ 長与第二中学校 【一】 1-6 大田市立第二中学校(島根)

　静岡

[九州]7/2～長崎 郷ノ浦中学校 【一】 2-4 日章学園鹿児島育英館中学校(鹿児島)

九州で敗退

[九州] 波佐見中学校 勝本中学校

 8/4～ 【一】 7-2 三和中学校(熊本) 【一】 3-0 山代中学校(佐賀)

 熊本 【二】 5-3 日章学園中学校(宮崎) 【二】 5-2 八代第一中学校(熊本)

【準】 6-0 東陵中学校(佐賀) 【準】 0-5 東風平中学校(沖縄)

準優勝 【決】 0-5　東風平中学校(沖縄) 【三位決定】 5-3 東陵中学校(佐賀)

[全国] 波佐見中学校 勝本中学校

 8/18～ 【一】 1-0 相模原市立相陽中(神奈川) 【一】 3-1 冨谷市立成田中(宮城)

北海道 【二】 7-2 広島市立翠町中(広島) 【二】 0-1 氷見市立北部中(富山)

ベスト８ 【準々】 0-8 明徳義塾中学校(高知) (タイブレーク)

[九州]11/12～熊本 三川内中学校 【一】 0-3 日南市立吾田中学校(宮崎)

NPBガールズﾄｰﾅﾒﾝﾄ全日本女子学童(7/29～石川) 【二】 21-2 ガールズ広島(広島)

【三】 3-18 YAMAYURI(神奈川)

第４回ろうきん杯九州女子小学生(11/12~大分) 【一】 5-6 オール大分ガールズ

第39回

全日本少年

総合体育大会

令和４年度　長崎県代表チームの上位大会戦績表

第20回

王貞治杯九州学童

【少年の部】 上位大会での戦績

第30回

【学童の部】 上位大会での戦績

高円宮賜杯

第42回全日本学童

第27回

高野山旗全国学童

第35回

九州学童

第39回

ビクトリア長崎

中学女子

ビクトリア長崎

西日本学童

九州選抜学童

第11回

全九州学童

全日本少年春季

中学校

第４回

九州少年

学童女子

第19回

九州中学生選抜

第13回

第７回全日本中学女子軟式野球(8/18～京都)

第４回ろうきん杯九州女子中学生(11/12~大分)

【一】

【一】

0-3 滋賀マイティーエンジェルス(滋賀)

1-3 佐賀県中学生選抜女子クラブ


