
　昭和21年に始まった国体軟式野球競技会は全国16ブロ 　第24回は長崎県開催で準硬式(10回～29回まで)もブロッ

ック代表が参加。第５回から九州枠は３となり九州開催年 ク予選を経ずに本国体に初出場した。

は開催地含む４県参加の年もあり､23回大会からは西九州 　昭和56年に九州ミニ国体が始まり、沖縄含む九州８県で

予選で佐賀県と一騎打ちとなった。 国体４枠の出場権を争うことになった。
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  62年沖縄大会で一巡した国体は第43回京都国体から成年 　　第50回国体から支部内登録に関係なく補強等を含めた選

の部が１部と２部に分けられ、翌年(H元年)北海道国体から 　抜チーム編成ができるようになり、平成11年に成年１部が

１部が28から16チームに２部も16チーム。この年から始 　一般Ａ､２部が一般Ｂ､壮年が成年の部と呼称変更があった。

まった壮年の部は12チーム参加と一新され、３部とも九州 　　だが､長崎県勢は親和銀行が四度の本国体出場を果たした

枠は２で九州８県ミニ国体で２勝と本国体が狭き門となる。　のみで他２部門では20年間に一度も本国体を踏めなかった。
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　知事会要望により国体の参加人員が削減されることになり 　　長崎県では第63回大分国体より26年長崎がんばらんば

660人３部門が１部門だけとなり第63回大分国体から一般  　国体まで７年間『長崎県選抜』チームを編成し、四度の本

ＡとＢが統合され一般32チーム。成年の部は廃止されて代 　 国体出場を果たしたが､平成27年からはチームによる選考　

わりに日本スポーツマスターズ軟式野球大会が始まった。 　 会方式とした。
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72 29 愛　媛 三菱重工長崎④ 【一】 3-4 12回(宮城)宮城第一信用金庫

1-2 (北海道)六花亭

◆第四位◆ 【準々】 1-0 (千葉)㈱京葉銀行

【二】 3-1 (滋賀)青樹会 【三位】

長　崎 長崎県選抜 【一】 2-1 (静岡)静岡ガス㈱ 【準】 0-4 (埼玉)旭鋼管㈱

◆準優勝◆ 【準々】 6-1 (石川)コマニー㈱

2-1 (奈良)佐藤薬品工業

【二】 2-1 (山形)公徳会佐藤病院 【決】 0-1 (大阪)大阪市信用金庫

東　京 長崎県選抜 【一】 2-1 (山口)ｾﾝﾄﾗﾙ硝子㈱宇部工場 【準】

2-3 (大分)オール大分

千　葉 長崎県選抜 【一】 3-4 (福井)セーレン㈱

大　分 長崎県選抜 【一】 4-2 (栃木)富士通㈱小山工場 【二】

0-2 (大阪)大阪市信用金庫

高　知 親和銀行⑪ 【一】 1-5 (高知)旭食品

◆準優勝◆ 【二】 4-1 (福島)橋本フォーミング工業 【決】

福　島 親和銀行⑩ 【一】 1-0 (石川)北國銀行 【準】 2-1 (奈良)佐藤薬品工業

石　川 親和銀行⑨ 【一】 1-2 (石川)ＪＴ金沢

親和銀行⑦ 【一】 1-3 (山梨)日本電気山梨工場

4-2 (山梨)日本電気山梨工場

◆第三位◆ 【準々】 2-1 (長野)植野陶器クラブ

◆準優勝◆ 【準々】 4-0 (奈良)佐藤薬品工業

【二】 3-1 (京都)光工業クラブ 【三位】

京　都 親和銀行⑧ 【一】 4-0 (山形)東北パイオニア 【準】 0-4 (宮崎)浩洋会田中病院

沖　縄

【二】 8-0 (徳島)ＮＴＴ徳島 【決】

1-2 (北海道)士別市役所

鳥　取 親和銀行⑥ 【一】 4-0 (石川)日本たばこ金沢 【準】 3-2 (東京)ライト工業

奈　良 三菱重工長崎③ 【一】 3-2 (千葉)㈱千葉銀行 【二】

0-5 (鳥取)三洋電機鳥取

栃　木 長崎日野自動車 【一】 2-3 (茨城)住友金属鹿島

◆ベスト８◆ 【二】 2-0 (群馬)東京三洋電機

宮　崎 長崎日野自動車 【一】 4-1 (福井)福井市役所 【準】 0-6 (千葉)千葉相互銀行

長　野 親和銀行⑤ 【一】 2-4 (福島)竹田病院野球クラブ

三　重 親和銀行④ 【一】 3-4 (群馬)新町役場

茨　城 松早石油店 【一】 1-2 (青森)八戸魚市場

千　葉 親和銀行③ 【一】 0-2 (長野)帝国通信赤穂

鹿児島 三菱重工長崎② 【一】 1-3 (秋田)秋田信用農協連合会

和歌山 親和銀行 【一】 10-0 (岩手)盛岡信用金庫 【二】 1-2 (石川)金沢市役所

◆第四位◆ 【準々】 2-1 (京都)京都市消防局

1-3 (長野)諏訪精工舎

【二】 1-0 (群馬)大和設備工事 【三位】 0-1 (神奈川)厚木自動車部品

岩　手 親和銀行 【一】 2-1 (山形)山形新聞社 【準】

(準硬式)長崎県庁 【二】 0-2 (愛知)名古屋相互銀行

◆第四位◆ 【準々】 1-0 (群馬)大和設備工事

0-1 (神奈川)厚木自動車部品

【二】 2-1 (石川)金沢電話局 【三位】 0-3 (静岡)静岡瓦斯

長　崎 三菱重工長崎 【一】 1-0 (岐阜)関ヶ原石材 【準】

大　分 藤岡石油店 【一】 0-1 (三重)東芝三重工場

岡　山 西肥自動車 【一】 3-5 (茨城)日立製作所

富　山 住友潜龍鉱業所 【二】 0-4 (愛媛)住友化学工業

国民体育大会・軟式野球競技会での長崎県チーム戦績表

開催地 本県代表チーム

神奈川 長崎刑務所 【一】 0-2 (福島)郡山日東紡


