
昭和63年第43回京都国体から二巡目となり、一般の部が成年１部と２部に分けら、両部とも参加16チームで九州２枠（地元開催枠は除く）となった。

県選考会の１部は推薦の親和銀行と前年度天皇賜杯全国大会出場チームとの３戦方式に。２部は各支部対抗戦で支部登録が20チーム以上は２チーム参加方式とした。
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福島クラブ

国体改革により、平成２０年に１部制(32チーム)となり２６年（長崎がんばらんば国体開催年）までの７年間は長崎県選抜チームを編成したため県予選会は開催せず。

生月体協

①● ●①②③●

三菱重工【二次ﾘｰｸﾞ】○◎ 西海クラブ ソニー【二次ﾘｰｸﾞ】●● 大村市役所 平戸クラブ 三井楽クラブ

九州電力長崎支店　● 西海クラブ　②③● 松石電設　①● 中村クラブ 新星クラブ 平戸クラブ 中興化成工業 三井楽クラブ

西部ガス● ● ①②【二次】①② ①②【二次】❶❷

有明クラブ

選抜選考会の

● ため不参加 ため不参加 ため不参加 ため不参加

②③④【二次】● ●

アイケン医院 ソニーセミコンダクタ九州 NEW IMPERIAL REDS

①● ②③(二次)●

西九州三菱自販　● 佐世保市水道局②③④★ ソニー九州 (二次)④⑤ ＴＥＡＭ橋口 新星クラブ 平戸クラブ

選抜選考会の 選抜選考会の

松浦市役所 三井楽クラブ

九州電力長崎支店　● アイケン医院　①● たちばな信用金庫 ①● ①②● ● ●

三菱重工【二次】①★ エンジェルスクラブ ②● ソニー【二次】①② ②● ②●

選抜選考会の

西九州三菱自販　②● アイケン医院　②③④★ ソニー九州①②③④⑤ 中村クラブ 新星クラブ 平戸クラブ ホワイトアパッチ 福江球友会

九州電力長崎支店　● 西海クラブ　● 【二次】ソニー　①❷③ ● ● ②● ● ●

西部ガス長崎①②③④⑤ ｱｲｹﾝ医院②③④★ たちばな信用金庫②③● 大村市役所 島原市役所 平戸クラブ 御厨ベイスターズ 福江球友会

全農県本部　①● エンジェルスクラブ ● ＡＴＭＢ　● ②● ● ● ● ●

三菱重工 (二次)⑤⑥ エンジェルスクラブ ②● ソニー九州 (二次)⑤★ 海自大村 安中クラブ 島クラブ 御厨ベイスターズ 富江クラブ

九電長崎　②③④❺ 佐世保市水道局　②● WILD TURKEY　● ①②● ● ● ● ②③④●

三菱重工長崎①②③④⑤ 番クラブ　②● ソニー長崎　①②③● 大村市役所 島原市役所 平戸クラブ 御厨ベイスターズ 福江市役所

浜屋百貨店　● ハウステンボス　● 諫早信用金庫　● ● ● ● ● ●

三菱重工長崎①②③④⑤ ケンズガレージ　①● ソニー長崎　②③④★ 大村市役所 安中クラブ 島クラブ 御厨ベイスターズ 三井楽クラブ

九州電力長崎支店　● ｱｲｹﾝ医院　不戦①● 千住ｽﾎﾟｰﾂ店ｸﾗﾌﾞ　● ● 棄権● 棄権● ①不戦②③● ②●

経済連　②③④★ 佐世保ｸﾗﾌﾞ ①②③● ソニー長崎 ①②③④⑤ ＴＥＡＭ橋口 島原市役所 平戸クラブ 松浦市役所 三井楽クラブ

西九州三菱自販　● ｱｲｹﾝ医院　②③● ＳＮＡＰ　● ● ● ● ● ●

重工②③④ ﾘｰｸﾞ①❷③ ｱｲｹﾝ医院②③④ ﾘｰｸﾞ❶②❸ ソニー長崎　● 大村市役所 島原市役所 平戸クラブ 御厨ベイスターズ 福江球友会

経済連　②③● 西海クラブ　②● 千住ｽﾎﾟｰﾂ店ｸﾗﾌﾞ　● ①②③● ● ②● ①②● ●

平戸クラブ 松浦市役所 富江クラブ　①②③●

②③④⑤ 番クラブ　● 諫早市役所　● ②③● ②● ● 三井楽クラブ　●

島クラブ 開発電気 福江市役所

共済連　①②③● 佐世保市水道局　● 諫早信用金庫　②● ①● ● ● ● ●

島クラブ

松浦市役所 福江球友会

西九州三菱自販　● 佐世保市役所　②● ②③④⑤ ②● ● ②③● ●

②③● ●

経済連　②③④⑤ 佐世保市水道局　②● 諫早信用金庫 球友クラブ 島原市役所 平戸クラブ

没収●

松浦クラブ 崎山クラブ

三菱重工長崎 ②③④★ 西海クラブ　● ②③● ● ● ①●

共済連　②③④★ 番クラブ　②③● ソニー長崎 大村市役所 安中クラブ 平戸クラブ

経済連　①②③④ エンジェルスクラブ　● 諫早信用金庫 大村市役所 島原市役所 平戸クラブ 中興化成工業 崎山クラブ

三菱重工長崎 ①②③★ 天満タクシー　● ● ● ● ● ①②● ●

共済連　不戦①②③★ 西海クラブ　● 諫早クラブ 管友クラブ トンネルズ 平戸クラブ 中興化成工業 福江球友会

県信連　①②● 海自造修所　棄権● ● ● 棄権● ①● ①● ①②●

中興化成工業 富江クラブ

経済連　①②③★ 海自造修所　● ● ①● ● ①● ①●

中興化成工業 福江球友会

共済連　②③ﾘｰｸﾞ❶❷③ 佐世保市水道局　● ②③ﾘｰｸﾞ①②❸ ②● ●②●

昭和63年以降の国民体育大会成年２部(一般Ｂ)長崎県予選会の支部別チーム勝敗表 空白欄は不参加

長崎支部 佐世保支部 諫早支部 大村支部 島原支部 平戸支部 松浦支部 福江支部

三菱重工長崎　①②③④ 天満タクシー　①②● 諫早クラブ ジャガーズ 平戸クラブ

● ● ● ①●

九電大村発電所 平戸クラブ島原市役所

●

三菱重工 ②③ﾘｰｸﾞ①②③ 佐世保ｸ ②③ﾘｰｸﾞ❶❷❸ ソニー長崎

経済連　②③④⑤ 佐世保市水道局　●

②●

松浦市役所 福江球友会

共済連　②③④★ 佐世保市役所　● ②③● ● ● ● ●

ソニー長崎

【二次】三菱重工❶②❸

中村クラブ

●

たちばな信用金庫　●

西部ガス長崎　● ● 小長井クラブ　不戦①● ①②●

東彼杵支部 西彼杵(西海)支部

●

三菱重工● 九電長崎

安中クラブ

経済連　②③● エンジェルスクラブ ②● ソニー長崎　②③④★ 大村市役所 島原市役所

三菱重工長崎 エンジェルスｸﾗﾌﾞ　②③④★ ソニー長崎　● 大村市役所

壱岐支部 対馬支部

長崎メッツ 池島鉱業所 有明町クラブ オール江迎 舛田グループ

南高来(県南)支部 北高来支部 県北支部 上五島支部

● ●

鴻ノ巣クラブ 大瀬戸クラブ 南串野球部 小長井クラブ 吉井クラブ

● ②● ●

①②● ①● ①● ①● ●

①● ● ● 不戦①②③④ 不戦①● 棄権●

波佐見野球倶楽部 池島鉱業所 瑞穂町野球クラブ 轟クラブ 生月体協 上五島ブローズ

田河東海 上対馬ライオンズ

● ● ● ②● ①②● ● ● ②●

鴻ノ巣クラブ 大瀬戸クラブ 有明町クラブ 轟クラブ オール江迎 舛田グループ

那賀ホークス 上対馬ライオンズ②●

②● ● ②● ①②③● ● 美津島ポパイ　●

波佐見鴻ノ巣クラブ 大島造船所 有明町クラブ 舛田グループ

厳原ワイズ　●

①● ● ● ①● ②● 不戦①● 上対馬クラブ　●

東彼ラガーズ 大瀬戸クラブ 南串野球部 轟クラブ 鹿町バンビーズ 奈良尾クラブ

豊玉町野球部　●

②● ● ①● ①②● ● ● 上対馬ライオンズ　●

波佐見鴻ノ巣クラブ 大瀬戸クラブ 愛野町体協 小長井クラブ 鹿町バンビーズ 上五島ブローズ

九電壱岐 上県佐護リバース

● ②● ● ● ①● ②● ● ②●

彼杵スラッガーズ ハウステンボス 吾妻体協野球部 森山クラブ 全田平 上五島ブローズ

箱崎クラブ 上対馬ライオンズ ②●

● ● ● ②③④⑤ ②● ①● ● 豊玉町野球部　①●

波佐見鴻ノ巣クラブ ハウステンボス 南串野球部 轟クラブ 鹿町バンビーズ 上五島クラブ

波佐見野球倶楽部 大瀬戸クラブ 愛野町体協 轟クラブ 生月体協 舛田グループ

上対馬ライオンズ　●

● ● ● ①②● ①②● ①● 上対馬クラブ　●

波佐見鴻ノ巣クラブ ハウステンボス 吾妻クラブ 轟クラブ 生月体協 奈良尾クラブ

カートップ 西海棒球団

郷ノ浦ヤンキース 厳原マリナーズ　●

● 厳原マリナーズ　●●

千々石町野球クラブ 森山クラブ 舛田グループ 箱崎クラブ 豊玉町野球部　①●

②●

● 豊玉サンライズ　●

彼杵スラッガーズ 西海棒球団 吾妻町体協野球部 轟クラブ アスレチックス 舛田グループ 郷ノ浦ヤンキース 豊玉町野球部　●

①②③● ①● ①● ②● ②③④★ ②●

②● 厳原レパーズ　棄権●

波佐見野球クラブ ＭＤＯ 吾妻町体協野球部 轟クラブ 生月体協 舛田グループ 郷ノ浦ヤンキース 豊玉町野球部　●

● ①不戦②● ● ● ● ②③●

● 上対馬ライオンズ　●

波佐見鴻ノ巣クラブ 大瀬戸クラブ 松尾総業野球クラブ 小長井クラブ 吉井クラブ 舛田グループ 東海クラブ 峰ファイターズ　●

①②● ● ②● ①● ②③● ②●

● 上対馬クラブ　●

波佐見鴻ノ巣クラブ 大瀬戸クラブ 松尾総業野球クラブ 轟クラブ 吉井クラブ 上五島クラブ 郷ノ浦ヤンキース 厳原マリナーズ　②●

● ● ①②● ● ②③● ②③●

● 美津島クラブ　●

波佐見鴻ノ巣クラブ 池島 松尾総業野球クラブ 小長井クラブ 生月体協 舛田グループ 箱崎クラブ 厳原マリナーズ　①●

②③(二次)● ②● ● ①● ①● ①●

● 上対馬クラブ　●

波佐見鴻ノ巣クラブ 西海棒球団 加津佐タイガース

支

部

消

滅

福島クラブ 舛田グループ 箱崎クラブ 豊玉町野球部　②●

不戦①②③● 失格● ②● ①● ● ②③●

厳原マリナーズ　●

選抜選考会の 選抜選考会の 選抜選考会の 選抜選考会の 選抜選考会の 選抜選考会の 選抜選考会の

● ②③● ● ● ②③④【二次】● ●

● ● ①②③④【二次ﾘｰｸﾞ】●○ ●

ため不参加

彼杵スラッガーズ 西海棒球団 吾妻野球クラブ オール江迎 舛田グループ
棄権●

制覇クラブ

①②● ●

ため不参加 ため不参加 ため不参加 ため不参加 ため不参加 ため不参加

国民体育大会　７
 


