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長崎支部 昭和５０年度以降各県大会での支部代表チーム勝敗表 （判明分のみ) ※印欄は不明

西日本１部 高松宮杯１部 西日本２部 高松宮杯２部 国民体育大会 天皇賜杯 県選手権大会 県民体育大会

※
大村開催(7/19～)

※ ※
三菱重工　①②③④ 長崎市役所

※
朝長時計店 三菱重工①②③西九州●

※ 推薦:県庁　①②● ●

内田油圧 藤岡石油店
※ ※

推薦:三菱重工 ①②③★

※
三菱重工長崎 チーム名不明

①● 長崎市役所　● ①②③④ ①②③④

諫早開催(11/２～)

※ ①②　以下不明 松早石油店　①● ※

推薦:三菱重工 ①● 久保工業

※ ①②③●準優勝 朝長時計店　②● 長崎日野　①②● ●
第１回は昭和54年

大村開催
第１回は昭和54年

十八銀行 三菱重工長崎　②●
※

長崎日野自動車 長崎市役所

順延棄権● ①● ①②③④ ①②雨天打ち切り
※

朝長時計店
※

西部ガス
長崎日野　国体①②● ※

推薦:長崎日野①②③④ 長崎市役所

※ ● 内田油圧　①②● ①②　以下不明
※

県北開催(6/28～)
※

チーム名不明
長崎日野　国体● 三菱重工長崎　全国①●

推薦:長崎日野①②③④ 県経済連

※ ※ 中央ダイハツ　● ●
※

内田油圧クラブ
※

県経済連
※ ※

推薦:長崎日野①②③④★ 長崎日野自動車

※ ※ 長崎魚市クラブ　● ①②③④
※

福江開催(5/29～)
※

県北開催(6/5～)
※ ※

三菱重工長崎 県経済連

※ ①②③●準優勝 ※ ①②● 長崎県経済連 十八銀行 ②● ①②●

西九州三菱自販 長崎県経済連 ミナタカクラブ 信農連 長崎日野自動車 長崎日野　全国●

三菱重工長崎 三菱重工長崎

※ ※ ※ ①● 長工クラブ 長崎日野自動車 ②③④⑤　９回目優勝 ●

一松製版社 長崎県経済連 国鉄長崎機関区 長崎市水道局 三菱重工長崎　国体①● 三菱重工長崎　全国●

推薦:三菱重工 ①②③④★ 三菱重工長崎

全国①②❽ ※ ※ ①②③●準優勝 県信連 信農連 県経済連　不戦②● ①②③④

県経済連 朝長時計店 国鉄長崎機関区 西部ガス 三菱重工長崎 三菱重工長崎

三菱重工長崎 県共済連

※ ※ ※ ①②③④　九州で敗退 長崎県経済連 長崎日野自動車 ②③④★ 抽選●

十八銀行 長崎日野自動車 国鉄長崎機関区 九州電力長崎 長崎日野自動車 県経済連　全国●

三菱重工長崎 三菱重工長崎

①● ①②● ①● ①②③④　九州で敗退 県信農連　②● 三菱重工長崎　● ②③④★ ①②③●準優勝

十八銀行 長大クラブ ＮＴＴ長崎 ＮＴＴ長崎 経済連　①②③④★ 経済連②③④●準優勝

県経済連 県共済連

①②③④　全国①● ①②③④　九州で敗退 ①②③④　九州で敗退 経済連　①②③★ 三菱重工長崎　● ②③④⑤　初優勝 ①②③④

ＮＴＴ長崎 ＮＴＴ長崎
不参加

西部ガス 三菱重工長崎　①②③④ 経済連　②●

推薦:県経済連　②③④★ 県経済連

①● ①②③④　全国①②● ● 三菱重工長崎 ①②③★ 県経済連　②③● 県共済連　②③● ①②③④

一松クラブ 長崎県共済連
不参加

九州電力長崎 経済連　①②③④ 重工②③④⑤　全国●

西部ガス 県経済連

①②● ● ①● 県信連　①②● 三菱重工長崎　● ● ●

西部ガス 西部ガス
不参加

九州電力長崎 共済連　不戦①②③★ 県共済連 ②③●

三菱重工長崎 長大クラブ

①②● ①②③④　九州で敗退 三菱重工長崎 ②③④★ 県共済連 ②③● ①● ①②●
雨天中止

西九州三菱自動車販売
雨天中止

九州電力長崎 経済連　②③④⑤ 三菱重工長崎　②③●

JA長崎経済連 JA長崎共済連

● ①②③④　九州で敗退 ①②③●準優勝 共済連　②③④★ JA長崎共済連 ①②● ②③④★ ●

長大クラブ 西九州三菱自動車販売
不参加

シゲマツクラブ 経済連　②③④⑤ 経済連②③④⑤全国１勝

三菱重工長崎 JA長崎共済連

①②③④　全国①②❽ ● ● ①②③④　九州で敗退 西九州三菱自販　● 共済連 ②③④●準優勝 ②● ●

ＪＡ長崎信連 ＪＡ長崎信連 シゲマツクラブ スカイホテル 共済連　②③④★ 経済連②③④⑤　全国●

JA長崎経済連 三菱重工長崎

②③④　全国②③④❺ ①● ①②③④　全国● ①● 共済連　②③ﾘｰｸﾞ❶❷③ 共済連 ②③④●準優勝 ②③④★ ①②③●準優勝

西部ガス 西部ガス 浜屋百貨店 親銀長崎クラブ 三菱重工 ②③ﾘｰｸﾞ①②③ 経済連②③④⑤　全国●

三菱重工長崎 三菱重工長崎

①②● ①②③④　九州で敗退 ①②☂抽選● ● ②③④⑤ 西部ガス　②③● ①②③★ ①②③●準優勝

浜屋百貨店 ＪＡ長崎信連 長崎県庁 シゲマツクラブ 三菱重工長崎 重工①②③④⑤全国１勝

三菱重工長崎 三菱重工長崎

①②● ①● ①②● ②③●準優勝 共済連　①②③● JA長崎共済連 ①②● ②③④⑤ 12年ぶり10度目 ①●

ＪＡ長崎信連 西九州三菱自動車販売 シゲマツクラブ 九州電力長崎支店 経済連　②③● 重工　②③④●準優勝

推薦:三菱重工　②③● 三菱重工長崎

● ①②③●準優勝 ● ● 西九州三菱自販　● 西部ガス ②③● JA長崎経済連　● ①②●

浜屋百貨店 浜屋百貨店 支払基金 シゲマツクラブ 経済連　②③④★ 三菱重工長崎　①②●

西部ガス 三菱重工長崎

● ①● ● ①②● 経済連　②③● 西部ガス ②③● ● ①②③④

長崎市役所 ＪＡ長崎信連 九電長崎支店 九州電力長崎支店 重工②③④ ﾘｰｸﾞ①❷③ 三菱重工長崎　②③●

三菱重工長崎 九電長崎支店

● ①②③④　全国● ①②不戦③④　全国● ①②③●準優勝 浜屋百貨店　● 西九州三菱自販①②③● ②③④⑤　V11 ●

西九州三菱自販 浜屋百貨店 九電長崎支店 長崎市水道局 三菱重工長崎①②③④⑤ 重工　②③④●準優勝

推薦:三菱重工　②③④⑤ 九電長崎支店

①②● ①②③④　九州で敗退 ①②③④　全国①● ● 九州電力長崎支店　● 長崎市役所　● 西部ガス　②③● ①●

浜屋百貨店 九州電力長崎支店 支払基金 長崎市水道局 三菱重工長崎①②③④⑤ 重工 ②③④⑤ 全国２勝

推薦:三菱重工　②③④★ 長崎市役所

①②● ①②③●準優勝 全国　②❽ ①②③●準優勝 全農県本部　①● 西九州三菱自販　● 長崎市役所　● ①②●

浜屋百貨店 九州電力長崎支店 長崎県支払基金 長崎市水道局 西部ガス長崎 ①②③④⑤ 九電長崎支店　②●

三菱重工長崎 三菱重工長崎

● ①②③④　九州で敗退 ①②③④　全国②❽ ● 九電長崎　②③④❺ 長崎市役所　● ②③④⑤　13回目Ⅴ ①②③④

九州電力長崎支店 長崎市役所 長崎県支払基金 あすか電機 三菱重工 (二次)⑤⑥ 重工①②③④⑤ 全国●

推薦:三菱重工　②③④★ 三菱重工長崎

①②③④全国①②③④❺ ①● ①②③④　全国①● ①②③④　九州で敗退 九州電力長崎支店　● 長崎県支払基金 ②● 九州電力長崎支店　②● ①●

九州電力長崎支店 九州電力長崎支店 あすか電機 あすか電機 西九州三菱自販　● 三菱重工長崎　②③●

三菱重工長崎 三菱重工長崎

①②③●準優勝 ①● ①● ● 九州電力長崎支店　● 西部ガス長崎　● ②③④★
①②③④

長崎県支払基金 長崎県支払基金 一松クラブ 一松クラブ 西九州三菱自販　②● 全農長崎県本部　②●

【二次】三菱重工　❶②❸

長崎県支払基金 長崎市役所 長崎県庁 長崎市水道局 九州電力長崎支店　● 三菱重工長崎　②③● 三菱重工長崎 長崎市役所

● ● ● ①②③④　九州で敗退 三菱重工【二次】①★ この年より１チーム ①②③④ ①●

三菱重工長崎 推薦:三菱重工　①②③★ 三菱重工長崎

● ● ①②● ①②③●準優勝 西部ガス● ● ②③●

長崎市役所 西九州三菱自動車販売 長崎県庁 一松クラブ 三菱重工● 九電長崎

西部ガス　● ①②雨天打ち切り

西九州三菱自販 長崎県支払基金 長崎市上下水道局 十八銀行 三菱重工【二次ﾘｰｸﾞ】○◎ 三菱重工長崎 三菱重工長崎　Ⅴ15 西部ガス長崎

①②③④ ①②③●準優勝

長崎市役所 九州電力長崎支店 長工クラブ 一松クラブ 三菱重工長崎 推薦:三菱重工　②③● 三菱重工長崎

①②③④ 全国● ①②③④　九州で敗退 ①②● ● 西部ガス長崎　● ②●

①②③④

長崎市役所 長崎県支払基金 長崎市上下水道局 あすか電機クラブ 三菱重工長崎 三菱重工長崎 西部ガス長崎

● ①②● ● ①● ②③④⑤　全国● 県支払基金　①②③●

①●

西部ガス長崎 長崎県支払基金 長崎市上下水道局 長工クラブ 三菱重工長崎 三菱重工長崎　②③● 県支払基金

②●　全国● ①②③●準優勝 ①②③●準優勝 ● ②③④●準優勝 ②③④★

長
崎
選
抜
チ
ー

ム
が
九
州
国
体
へ

●

長崎県支払基金 長崎三菱自動車販売 あすか電機クラブ パンサー 三菱重工長崎 三菱重工長崎 九電長崎支店

● ①②③●準優勝 ①②● ①②③④　全国● ①②● 県支払基金　①●

①●

西九州三菱自販 支払基金クラブ 十八銀行 長工クラブ 長崎三菱自動車販売 三菱重工長崎 長崎市役所

● ②③●準優勝 ①● ①● ①②● ●

①②③④

支払基金クラブ 九州電力長崎支店 パンサー あすか電機クラブ 重工 ②③④⑤ 全国● 推薦:三菱重工　②③④★ 支払基金クラブ

②③●準優勝 ①②③④　九州で敗退 ● 棄権● ①②● ①②③★

●

長崎三菱自販㈱ 長崎三菱自動車販売 パンサー 長崎県庁 重工 ②③④⑤ 全国● 推薦:三菱重工　②③④★
国体のため休会

● ②③●準優勝

①● ①● ①● ● 支払基金クラブ　②● 西部ガス　不戦②●

①②③●準優勝 ● 九電長崎支店　②● 長崎三菱自動車販売 ●

九州電力長崎 支払基金クラブ BREAKERS JAPAN ＯＬＤ　ＲＥＤＳ 三菱重工長崎 三菱重工長崎 三菱重工長崎 長崎三菱自動車販売

①● ● ①● 没収● ①　リーグ○●● ①②③④ ①②③④ ①②③④

推薦:三菱重工　①②③★ 長崎市役所

①②● ● ①● ①②● 三菱自販○ ﾘｰｸﾞ●●● 西部ガス　①● 長崎市役所　①● ②③●準優勝

長崎市役所 長崎市役所 ユニバース ユニバース 重工①②③④ 九州●○● 三菱重工　①●

三菱重工長崎　②③● 長崎市役所

①②●棄権 ● ①②③④　全国● ● 三菱自販①②●　市役所● 三菱自販　● 親和長崎ク　不戦②● ①②③④

長崎三菱自販㈱ 西部ガス ユニバース 十八銀行 重工４勝 九州○国体● 重工②③④⑤　全国○●


