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佐世保支部 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～)

親和銀行　国体●　 親和銀行全国①②③❹　
西海クラブ 早岐機関区

※
佐工クラブ 親和銀行　②●

不明 ● ●

カワシモスポーツ 全早岐
※ 親和銀行　全国①●　

親和銀行

親和銀行　全国②●　
推薦:親和銀行　①②● チーム名不明

● 天満タクシー　● 西海クラブ　● ①②●

諫早開催(11/２～)

※ ● ①②③④　初優勝 ※

天満タクシー 海自造修所

不明 ①● 西海クラブ　● ①● ①②③★
第１回は昭和54年

大村開催
第１回は昭和54年

佐世保市水道局 親和銀行　国体●　
親和銀行 全国BEST4

親和銀行 チーム名不明

①②③●準優勝 ①● ①②③★ 第一日で敗退/二日目☂
※

川下スポーツ
※

ファイヤーズ
※ 親和銀行　全国●　

親和銀行 長崎開催(11/8～)

※ ①　雨天順延棄権● ①②③★ ※
※

県北開催(6/28～)
※

チーム名不明
※ ※

親和銀行 親和銀行

※ ※ ①②③★ ①②③④
※

島原開催(7/4～)
※

大村開催(6/20～)
※ 親和銀行　全国①●　

親和銀行 徳田クラブ

※ ※ ②③④⑤ ●
※

福江開催(5/29～)
※

県北開催(6/5～)
※ 親和銀行　全国●　

推薦:親和銀行 ①②③④⑤ 徳田クラブ

優勝　全国①②❽ ● 不明 ● 紋クラブ 海自佐世保造修所 海自造修所　● ①●

海自佐世保造修所 紋クラブ 佐世保市水道局 佐世保市水道局 親和銀行 親和銀行

推薦:親和銀行　● 九電相浦

不明 不明 優勝　全国● ①● 海自造修所 その美クラブ　● ①●

九電相浦 その美クラブ 佐世保市水道局 全下本山クラブ 親和銀行 親和銀行

親和銀行 西海クラブ

不明 ①②③④　九州で敗退 不明 ①● 海自造修所 海自佐世保造修所 ②③④⑤　Ｖ４

その美クラブ 西海クラブ 闘将クラブ 共済病院 親和銀行 親銀　全国３勝(８強)

推薦:親和銀行 ①②③④⑤ 闘将クラブ

不明 ● 不明 ①● その美クラブ その美クラブ 海自造修所　②③● ●

佐世保市水道局 闘将クラブ 魚弘ファイターズ 電々大和 親和銀行 親和銀行

推薦:親和銀行 ②③④⑤ 九電相浦

①②● 棄権● ①②③④　全国● 不戦①● 闘将クラブ　②● 海自造修所①● 佐世保市水道局　②● ●

闘将クラブ その美クラブ 電々大和 サージャントクラブ 親和銀行　②③④⑤ 親銀②③④⑤　全国２勝

推薦:親和銀行　②③④★ 佐世保市役所

①● ● ● ①②● 海自造修所　● 九電相浦　● 天満タクシー　● ●

佐世保市水道局 佐世保市水道局 サージャントクラブ 佐世保市役所 天満タクシー　①②● 親銀②③④⑤　全国●

親和銀行 海自造修所

● ①②● ①②③④　全国● ①②③④　全国● 天満タクシー　● 佐世保市水道局　● ②③④⑤　７回目優勝 ●

天満タクシー 闘将クラブ エンジェルスクラブ 西海クラブ エンジェルスクラブ　● 親銀　②③④●準優勝

雨天中止
海自造修所 ☂中止で抽選　九電相浦 ＮＴＴ大和 佐世保市水道局　②● 親銀②③④⑤　全国２勝

推薦:親和銀行 ②③④⑤ 西海クラブ

● ①②● ①● ①②③●準優勝 海自造修所　棄権● 佐世保市水道局　②● エンゼルス　● ①②③④

天満タクシー 西海クラブ 共済病院 九電佐世保 西海クラブ　● 親銀②③④⑤　全国●

推薦:親和銀行 ①②③④ エンジェルス

①● 全国● ● 西海クラブ　● 西海ｸﾗﾌﾞ②③④●準優勝 エンゼルス　● ●

推薦:親和銀行 ②③④⑤ 海自造修所

①● ①● ①②③④　全国①②❽ ①②③④　全国①● 佐世保市役所　● 西海クラブ　● 番クラブ　● ①●

海自造修所 西海クラブ ＮＴＴ大和 番クラブ 佐世保市水道局　● 親和銀行　②③●

推薦:親和銀行 ②③④⑤ 佐世保クラブ

①②● ● ①②③●準優勝 ● 佐世保市役所　②● 佐世保市役所　①● 西海クラブ　● ①②雨天打ち切り

海自造修所 西海クラブ 佐世保市水道局 佐世保クラブ 番クラブ　②③● 親和銀行　②③●

推薦:親和銀行 ②③④⑤ アイケン医院

● ● ①②③●準優勝 ①②③●準優勝 佐世保市水道局　● 佐世保クラブ　②● エンゼルスクラブ　②● ①●

佐世保市役所 佐世保市水道局 佐世保クラブ エンジェルスクラブ 佐世保ｸ ②③ﾘｰｸﾞ❶❷❸ 海自造修所①●

推薦:親和銀行　①②● アイケン医院

● ● ①②☂抽選● ①● 番クラブ　● 佐世保クラブ②● けんみん　● ①●

佐世保クラブ 佐世保市水道局 けんみん アイケン医院 エンジェルスｸﾗﾌﾞ　②③④★ 親和銀行②③④●準優勝

佐世保市水道局 西海クラブ

①②③④　全国＝不明 ● ①②③●準優勝 ● 佐世保市水道局　● 番クラブ　● ● ①②③★

アイケン医院ﾏｯｽﾙｽﾞ 番クラブ 西海クラブ ビクトリアス エンジェルスクラブ ②● 親銀②③④⑤　全国１勝

親和銀行 アイケン医院

①②　☂抽選 ①②● ● ①②③④　九州で敗退 ｱｲｹﾝ医院　②③● アイケン医院 不戦②③● ②③④⑤　13回目 ①②③④

佐世保市水道局 西海クラブ ＶＩＣＴＯＲＩＯＵＳ ＶＩＣＴＯＲＩＯＵＳ 佐世保ｸﾗﾌﾞ ①②③● 親銀②③④⑤　全国●

推薦:親和銀行 ②③④⑤ アイケン医院マッスルズ

①②③④ 全国②③④❺ ①②③④　全国● 不戦①②③　全国● ● 西海クラブ　②● 佐世保クラブ　②●　 西海クラブ　②③● ①②③★

佐世保クラブ 佐世保クラブ ＶＩＣＴＯＲＩＯＵＳ ＶＩＣＴＯＲＩＯＵＳ ｱｲｹﾝ医院②③④ ﾘｰｸﾞ❶②❸ ｱｲｹﾝ ②③④⑤全国１勝

推薦:親和銀行　②③④★ アイケン医院マッスルズ

①②③④ 全国● ①● ● ● ハウステンボス　● アイケン医院　①②● けんみん　● ①●

けんみん けんみん 九電相浦 佐藤小佐世保クラブ 番クラブ　②● 親銀②③④⑤　全国２勝

親和銀行 アイケン医院マッスルズ

①②③●準優勝 ①● ● ● ｱｲｹﾝ医院　不戦①● 佐世保市水道局 ②③● ②③④★ ①②③④

けんみん信用組合 ケンズガレージ 西部ガス ハウステンボス ケンズガレージ　①● 親銀 ①②③④●準優勝

親和銀行 アイケン医院マッスルズ

● ● ①● ● エンジェルスクラブ ● アイケン医院　①②③● ②③④⑤　Ⅴ15 ①●

ケンズガレージ ケンズガレージ 海自佐世保 九電佐世保 ｱｲｹﾝ医院②③④★ 親銀①②③④⑤全国２勝

推薦:親和銀行　②③④★ アイケン医院マッスルズ

● ● ● ● 佐世保市水道局　②● アイケン医院　②③● アイケン医院　②● ①②③★

西海クラブ エンジェルスクラブ 佐世保東クラブ ロンリーウルフ エンジェルスクラブ ②● 親和銀行②③④●準優勝

親和銀行 アイケン医院マッスルズ

①● ● ①● 棄権● アイケン医院　①● アイケン医院　②③● ②③④⑤　16度目Ⅴ ①②③④

西海クラブ 西海クラブ 佐世保市役所 クローズ 佐世保市水道局②③④★ 親銀②③④⑤　全国●

推薦:親和銀行 ②③④⑤ 西海クラブ

①● ● ①● ● 西海クラブ　● 親和銀行　②● エンゼルスクラブ ②③● ①②③★

西海クラブ 佐藤小佐世保クラブ 佐世保市役所 40'ＯＶＥＲＳ アイケン医院　②③④★ ｱｲｹﾝ医院②③④⑤全国●

推薦:親和銀行　● 愛健会アイケン医院

● ● ②③●準優勝 ①● エンジェルスクラブ ②● 親和銀行　②③● アイケン医院　①②● ①②●

西海クラブ 西海クラブ ４０’ＯＶＥＲＳ 佐世保市役所 西海クラブ　②③● ｱｲｹﾝ ②③④●準優勝

親和銀行　Ⅴ18 愛健会アイケン医院

不明 ①● ②③④　全国● ①不明 ● 親和銀行②③④●準優勝 ①②③④ ●

エンジェルスクラブ 西海クラブ 佐世保市役所 ＣＲＯＳ･ＯＦ･ＨＥＡＲＴ アイケン医院 ｱｲｹﾝ医院②③④⑤全国●

推薦:親和銀行　①● ケンズガレージ

● ● ● ①● ● ｱｲｹﾝ医院②③④●準優勝 アイケン医院　①②● ①●

西海クラブ 西海クラブ ４０’ＯＶＥＲＳ ＣＲＯＳ･ＯＦ･ＨＥＡＲＴ 西海クラブ 親銀①②③④⑤全国１勝

推薦:ｱｲｹﾝ医院①②③④⑤ ケンズガレージ

● ● 棄権● ②● アイケン医院　②③● 推薦:親和②● ケンズ● ●

ケンズガレージ ケンズガレージ Ａｇｅｈａ ＣＲＯＳ･ＯＦ･ＨＥＡＲＴ 親和銀行　②③●

佐世保市役所 西海クラブ 県立大学軟式野球部 クローズ 親銀 ②③④⑤ 全国● 推薦:ｱｲｹﾝ医院 ①②● ４０’ＯＶＥＲＳ

● ● ①● ● アイケン医院　①②③● 親和銀行　①②③④ ●

県立大学軟式野球部

①● ● ①②③④　全国● ● アイケン医院　● ｱｲｹﾝ①②③④★　ｹﾝｽﾞ● ●

西海クラブ エンジェルスクラブ 県立大学軟式野球部 Ａｇｅｈａ 親銀 ①②③④ 全国● 推薦:親和銀行 ②③④⑤

長
崎
選
抜
チ
ー

ム
が
九
州
国
体
へ

佐世保市水道局

● ● ● ● ｱｲｹﾝ医院①②③●準優勝 西海クラブ　①②● ●

佐世保市役所 ケンズ 県立大学軟式野球部 県立大学軟式野球部 親銀 ①②③④ 全国● 推薦:親和銀行 ①②③④

県立大学軟式野球部

①②● ● ● ①②③●準優勝 愛健医院①②③●準優勝 ｸﾛｽｵﾌﾞﾊｰﾄ　①②● ●

ケンズ ケンズ ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 県立大学軟式野球部 親銀 ①②③④ 全国● 推薦:親和銀行 ①②③④

ケンズ

①● ①● ● ● ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰｲｽﾋﾟﾘｯﾂ ②③● 推:愛健②③●　ｸﾛｽ● ●

ケンズ 西海クラブ 県立大学軟式野球部 ＯｎｅＰｉｅｃｅ 親和②③④●準優勝 推薦:親和銀行 ②③④⑤

国体のため休会
CROS.OF.HERAT　● ● ①● ①②● 愛健②③●　西海ｸ● 推:愛健②③● 県立大●

西海クラブ　①②● 西海クラブ ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 県立大学軟式野球部 親和②③④●準優勝 推薦:親和銀行 ②③④⑤

推薦:親和銀行 ①● 西海クラブ

● ①②③●準優勝 ①抽選● ● 愛健 ①リーグ●●○ 愛健医院　①● 愛健医院　● ①②③●準優勝

西海クラブ クロスオブハート 県立大学軟式野球部 Ａｇｅｈａ 親和銀行①②③④ 親和銀行①②③●準優勝

親和銀行 エンジェルスクラブ

● ①● ● ● 愛健医院① ﾘｰｸﾞ●●○ 愛健医院①②③●準優勝 ①②③④ ①②●

西海クラブ エンジェルスクラブ 県立大学軟式野球部 ソリッドフェロー 親和銀行① ﾘｰｸﾞ○○● 親銀 ①②③④ 全国●

推薦:親和銀行 ②③④⑤ エンジェルスクラブ

①②③●準優勝 ● ①● ①②③●準優勝 ﾘｰｸﾞ○● 西海クラブ　● 県立大学　● ①●

エンジェルスクラブ 佐世保市水道局 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 佐世保市消防局 親和銀行 親和銀行②③④●準優勝


