
　そこで連盟では昭和25年からチームの登録をＡ､Ｂ､Ｃの

級別に分け､各都道府県では級別大会を持つよう指導した。

この結果各支部では従来の一般大会(級別に関係なく)のほ

かに、各級別大会とチームのレベルに応じた大会を実施す

るようになった。

　昭和30年に北海道から九州までの９ブロックでＢ級と

Ｃ級のブロック大会が一斉に開始されると、32年にはＢ

級とＣ級の第１回大会が群馬県で開催。

　名称を『全日本選抜軟式野球大会』とし､同時にＢ級を

１部､Ｃ級を２部とし、参加チームは両部とも各ブロック

代表と開催地の計10チームで始まった。

　この競技人口の多い１部と２部の大会発展のため34年

に昭和天皇の弟宮である高松宮宣仁親王殿下から高松宮杯

が下賜され､この年の第３回北海道大会から優勝チームに

授与されるようになった。

　このため大会の名称も改められ、38年第７回福島大会

から『高松宮賜杯全日本軟式野球大会』と呼称した。40

年の第９回京都大会から参加チームが１部､２部とも16

(九州から２)になったが、２部大会において長崎県チーム

が昭和63年までの間に全国大会での戦績は下表のとおり。

　中でも第21回の上対馬漁協が優勝の栄に輝いた。上対

馬漁協は、上対馬町予選会(7チーム)で３勝、対馬支部予

選会(６町対抗)で３勝し、上五島で開催された初めての県

大会では二回戦から登場し３連勝し、長崎県(大橋球場)で

の九州ブロックも、２連勝して全国大会切符をつかんだ。

有田白嶺(佐賀)

国東クラブ(大分)

　韓国・釜山まで海路49.5kmの国境の島『対馬』北端の

町予選会から、15連勝しての快挙達成だった。

　また、２年後の第23回大会で準決勝まで進出した轟ク

ラブは、B級に昇格した５年後の昭和59年第28回１部で

は、３試合勝利の準優勝の栄を得ている。

相浦食販(佐世保) 上対馬漁協(対馬)

幌別富士鉄社宅(北海道) 札幌市水道局(北海道)

熊野倶楽部(大阪) 岸和田市役所(大阪)

富士工業宇都宮(栃木)＝優勝 ニューモンスターズ(鳥取)

長崎西高クラブ(長崎) 河合楽器ファイターズ(静岡)

田村電機KK(山形) 轟クラブ(北高来)

浜崎水産(長崎) 日本石油化工(東京)

広川KK(岐阜) 石田病院(北海道)

沖電気工業(埼玉) 広島大州電報電話局(広島)

海上自衛隊大村 ファイヤーバード(上五島)

カワニ(岐阜) 誠邦園クラブ(秋田)

中村クラブ(大村)

ライナーズ(長野)

豊田クラブ(山口)

山口県 熊本③BEST4

京都府 福岡①　　　大分①

10 S.41年

12 S.43年

埼玉県 大分①　　　宮崎①

長崎(浜崎水産)➁

19 S.50年 千葉県 熊本➃準優勝　　　沖縄①

1 S.32年

2 S.33年

3 S.34年

7 S.38年

8 S.39年

4 S.35年

5 S.36年

6 S.37年

9 S.40年

熊本①

S.45年

21 S.52年

福岡➃準優勝　　　鹿児島①

青森県 大分➃優勝　　　　宮崎①

栃木県 長崎➃優勝　　福岡③BEST4

17 S.48年 島根県 宮崎③BEST4　　福岡①

佐賀➃優勝

宮崎③準優勝　　鹿児島①

福島県

28 S.59年

29 S.60年

22 S.53年

24 S.55年

香川県 熊本③BEST4　　宮崎➁

長崎(轟クラブ)③BEST4  大分①

滋賀県 鹿児島③BEST4　大分③BEST4

長崎(ﾌｧｲﾔｰﾊﾞｰﾄﾞ)①　　　佐賀①

大分県 大分①　　福岡①　　熊本①

20 S.51年

新潟県 熊本①　　　佐賀①

兵庫県 大分➁　　　鹿児島①

織も着実に確立されると加盟チームも年々増加していった

  昭和21年８月に全日本軟式野球連盟が設立され、その組

が､多くのチーム間には技量の差が当然のように出てきた。

高松宮賜杯(2部)全国大会高松宮賜杯全日本軟式野球大会

31 S.62年

32 S.63年

回 年 九州地区からの代表県と試合数開催地

群馬県 大分①

大阪府 長崎(相浦食販)③BEST4

北海道 福岡➃優勝

徳島県 長崎(西高クラブ)①

富山県 佐賀①

宮崎県

25 S.56年 岐阜県

26 S.57年

北海道 佐賀➃準優勝　　福岡①

山梨県 鹿児島➃優勝　　大分➁

30 S.61年 高知県 熊本①　　　鹿児島①

27 S.58年 青森県 宮崎①　　　鹿児島①

佐賀県18 S.49年

11 S.42年 愛知県

茨城県 大分①　　　大分①

15 S.46年

愛媛県 長崎(中村クラブ)➁　　熊本①

和歌山県 宮崎➃優勝　　鹿児島①

長野県 宮崎③BEST4　　鹿児島➁

16 S.47年

熊本③BEST4

岩手県 長崎(海自大村)①　　宮崎①

13 S.44年

14

第11回(S.42)

【一】 4-1

【二】 0-8

第２回(S.33)

【一】

【二】

【準】

10-0

1-0

0-2

第21回(S.52)

【一】 8-1

【二】 8-4

【準】 7-4

第４回(S.35)

【一】 0-2

2-4

第12回(S.43)

【一】 0-7

第13回(S.44)

【一】 10-1

【二】 1-6

第25回(S.56)

【一】 5-8

東京都S.54年23

BEST4

BEST4

優勝

【一】 8-0

【代】 4-3

【決】 3-1

第23回(S.54)

【一】 3-0

【二】 1-0

【準】

 



回 年 回 年

27 58 崎山クラブ(福江) 九州ブロック(宮崎)で敗退 30 61 九州電力長崎(長崎) 九州ブロック(熊本)で敗退

28 59 小浜町クラブ(南高来) 九州ブロック(鹿児島)で敗退 31 62 ＮＴＴ長崎(長崎) 九州ブロック(長崎)で敗退

29 60 波佐見宿クラブ(東彼杵) 九州ブロック(大分)で敗退 32 63 西部ガス(長崎) 九州ブロック(宮崎)で敗退

回 年 回 年

33 元 西海クラブ(佐世保) 九州ブロックで勝利 51 19 松尾総業野球クラブ(県南) 九州ブロック(佐賀)で敗退

神岡部品(岐阜) 52 20 森山クラブ(諫早) 九州ブロック(福岡)で勝利

34 2 九州ブロック(福岡)で敗退 ＵＮＩＴＹ(東京)

35 3 九州ブロック(鹿児島)で敗退 53 21 九州ブロック(熊本)で敗退

36 4 番クラブ(佐世保) 九州ブロック開催県で全国へ 54 22 長工クラブ(長崎) 九州ブロック開催県で全国へ

ジョーカー(埼玉) チロリンズ(長野)

テンプテイション(香川) 55 23 ナインズ(県北) 九州ブロック(大分)で敗退

37 5 九州ブロック(大分)で敗退 56 24 九州ブロック開催県で全国へ

38 6 九州ブロック(佐賀)で敗退 ニューヤンキース(岩手)

39 7 九州ブロック(熊本)で敗退 57 25 小川仏具クラブ(諫早) 九州ブロック(大分)で敗退

40 8 九州ブロック(宮崎)で敗退 58 26 長崎サニクリーン(東彼杵) 九州ブロック(宮崎)で勝利

41 9 九州ブロック(福岡)で敗退 チロリンズ(長野)

42 10 九州ブロック(鹿児島)で敗退 59 27 勝本北星(壱岐) 九州ブロック(佐賀)で勝利

43 11 九州ブロック開催県で全国へ ＳＵＮ電装(高知)

モンペリねもと(茨城) (12回)富山ＧＯＬＤ ＬＩＯＮＳ(富山)

44 12 九州ブロック(大分)で敗退 60 28 九州ブロック(鹿児島)で敗退

45 13 九州ブロック(佐賀)で敗退 61 29 九州ブロック(熊本)で敗退

46 14 九州ブロック(熊本)で敗退 62 30 九州ブロック(福岡)で敗退

47 15 九州ブロック(宮崎)で敗退 63 元 九州ブロック開催県で全国へ

48 16 九州ブロック(福岡)で敗退 キャス株式会社クラブ(広島)

49 17 九州ブロック(鹿児島)で敗退 62 2

50 18 ドルフィンズ(諫早) 九州ブロック開催県で全国へ 63 3 九州ブロック(大分)で敗退

キングドルフィン(山形) 62 4

(捕　手)

(内野手)

(外野手)

昭和52年 高松宮賜杯第21回全日本軟式野球大会(２部)で優勝の『上対馬漁協』ナイン

長崎県立大学野球部(佐世保)

加津佐タイガース(県南)

島原Ｗａｔｅｒ Ｓｅｖｅｎ

【一】 0-10

新型コロナウィルス感染拡大で県大会～全国大会は中止

昭和58年(第27回大会)以降の、長崎県代表チームと上位大会での戦績表

(監　督) 辻 　　三則

(主　将) 武末　俊紀

(投　手) 財部 清志

大浦 康伸

飛田 真宏

大浦 正行

広田 博実

小島 俊実

菅野    修

梅野 時吉

園田日出男

武末 芳次

菅野 正昭

比田勝政人

比田勝安之

扇　  康一

犬束 俊治

扇 千摩男

扇    秀雄

扇    寿光

郷ノ浦ヤンキース(壱岐)

【二】 3-4

ＡＴＭＢ・アトム(諫早)

Ｓ・Ｃ（島原）

あすか電機(長崎)

加津佐タイガース(県南)

ドルフィンズ(諫早)

長崎市上下水道局

ＴＡＫＥ　ＯＦＦ(諫早)

厳原マリナーズ(対馬)

エアーウィング(大村)

【一】 5-6

【一】 0-8

安中クラブ(島原)

【一】 5-4

スカイホテル(長崎)

【一】 4-12

ＳＮＡＰ(諫早)

ナインズ(県北)

西海棒球団(西彼杵)

【一】 1-3

ＶＩＣＴＯＲＩＯＵＳ(佐世保)

上対馬ライオンズ(対馬)

九州電力長崎(長崎)

【一】 9-10

【一】 3-1

ＺＥＲＯ(西海)

【二】 0-9

長崎県代表チームと上位大会戦績 長崎県代表チームと上位大会戦績

◆平成元年より全国大会の参加枠が16から32と倍になる◆ 色塗りは九州大会を経ずに全国大会へ

長崎県代表チームと上位大会戦績 長崎県代表チームと上位大会戦績

【一】 3-4

【一】 3-8

 


