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2 22
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3 23 40 60

4 24
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42 62

6 26

7 27 43 63

44 元

45 2

46 3

8 28 47 4

9 29

48 5

10 30 49 6

11 31 50 7

51 8

12 32 52 9

53 10

13 33

54 11

14 34

15 35

55 12

16 36

17 37 56 13

18 38

19 39

57 14

20 40 58 15

59 16

21 41 60 17

22 42

61 18

23 43 62 19

24 44

25 45 63 20

26 46 64 21

27 47 65 22

28 48 66 23

29 49 67 24

30 50 68 25

69 26

70 27

31 51 71 28

72 29

32 52

73 30

33 53

戦　 績 対戦相手

静　岡 親 和 銀 行 ⑦ 【一】 　6-0 専売東北支社(宮城)

開催地 県代表チーム 戦　 績 対戦相手

【二】 　0-2 本田技研鈴鹿(三重)

【一】 　3-0 武田薬品清水(静岡)

【二】 　0-1 中筋組グループ(島根)

【一】 　1-3 十一屋酒造(山梨)

長崎日野自動車 【二】 　0-2 住友金属鹿島(開催地)

福　岡 下 川 商 事 【二】 　8-0

【二】 　5-3 安来ビクトリーズ(島根)

県代表チームの全国大会での戦績表
開催地 県代表チーム

【準々】 8-2 和歌山県農協組合連合会

【三】　 2-0 菊水クラブ(東京)

栃　木 親 和 銀 行 ⑧

大　阪

【準】 　1-0 西部瓦斯(福岡)

東　京 山 領 組

【二】 　1-3 川南造船(佐賀)

(優勝) 【決】　 6-0 谷村LCクラブ(山梨)

【三】　 0-1 若松港運(福岡)

茨　城

(ベスト４) 【準】 　0-3 ライト工業(東京)＝優勝

【三】 　2-4 静岡ガス(静岡)

【三】　 3-2 東芝三重(三重)

秋　田 三菱重工長崎④

親 和 銀 行 ⑨

【一】 　4-1 十和田信用金庫(青森)

【準々】 1-0 ピノチオ(京都)

【二】 　3-1 昭和電工富山(富山)

【一】 　9-0 鶴岡クラブ(山形) 【二】 　0-1 千葉相互銀行(千葉)＝優勝

谷 畑 【一】 　1-0 鈴木特殊ガラス(福島)

北海道

群　馬 親 和 銀 行 ⑩

【二】 　2-0 東京ｱﾙﾌﾟｽ古川(宮城)

長　野 西重長崎造船所 【一】　6-15 日本カーバイト(富山)

【三】　 6-5 南幌町役場(北海道南)

【一】 　0-1 専売関東工場(栃木)

【二】 　4-4 府中刑務所(東京)

熊　本 親 和 銀 行 ⑪ 【一】 　2-0 富士電機東京工場(東京A)

愛　知 川 南 造 船 【一】 　1-0 青森県庁(青森)

福　井 三菱重工長崎⑤

佐久総合病院(長野)＝優勝

【二】 　1-0 滋賀刑務所(滋賀)

福　島 長崎県経済連 【一】 　1-4 千葉銀行(千葉)

大　分 日鉱御橋炭鉱 【一】 　3-0 日本石油(秋田)

(ベスト８) 【準々】 2-5

【三】　 0-1 和染工業(和歌山) 【二】 　8-3 瀬川工業㈱(開催地)

東野クラブ(栃木)

【三】　 3-4 中筋グループ野球部(島根)

【三】　 4-1 大垣市役所(岐阜)

広　島 親 和 銀 行 ⑫ 【一】 　4-1 越谷市役所(埼玉)

動燃東海(茨城)愛　知 親 和 銀 行 ⑬ 【一】 　2-8

香　川 三菱重工長崎⑥ 【一】 　2-3 信越化学武生工場(福井)

(第四位) 【三位】 1-2 小倉製鋼(福岡)

【準々】 2-0 大孫起毛(愛知)

【二】 　8-0 八戸信用金庫(青森)

【一】 　1-4 橋本フォーミング工業(群馬)

【準】 　0-1 豊多摩刑務所(埼玉)＝優勝

北海道 親 和 銀 行 ⑮ 【一】 　1-0 日東建設㈱(山梨)

【一】 　5-1 金沢クラウン(石川)

和歌山 親 和 銀 行 ⑭

東　京 ＪＡ長崎経済連 【一】 　6-1 富士通アイソテック(福島)【一】 　0-2 日清紡富山工場(富山)

和歌山 住友潜龍鉱業所 【一】 　5-0 信越化学(福井)

【三】　 1-3 サンクス(愛知)＝優勝５連覇

静　岡 長 崎 刑 務 所 【一】 　0-2 島田実業(開催地)

徳　島 日鉄北松鉱業所 【二】 　0-5 日本電気㈱山梨工場(山梨)

【二】 　2-3 ビクターオート(埼玉)

山　形 住友潜龍鉱業所

富　山 ＪＡ長崎経済連 【一】 　3-5 ＪＴ高崎(群馬)

【二】 　6-1 全橋本(開催地)

宮　崎 ＪＡ長崎経済連 【一】 　1-2 ＪＡあきた経済連(秋田)

【三】　 0-4 岡谷市役所(長野)

【三】　 3-4 帝人名古屋(愛知)

山　口 三菱重工長崎⑦ 【二】 　3-0 三井金属彦島(開催地)

【三】　 5-3 千葉相互銀行(千葉)

【二】 　4-5 ＪＴ高崎(群馬)【準々】 2-3 東圧彦島鉱業所(山口)

岐　阜 親 和 銀 行 ⑯ 【一】 　9-1 ＪＡ長野厚生連病院(長野)

岐　阜 日鉄北松御橋 【二】 　1-0 相互車輛(京都)

広　島 日鉄北松御橋 【一】 　1-0 日立金属桑名(三重)

(ベスト８)

千　葉 日本冷熱工業 【一】 　2-1 常磐茨城鉱業所(茨城)

青　森 親 和 銀 行 ⑰

群　馬 西 肥 自 動 車 【一】 　0-1 昭和石油四日市(三重)

【二】 　0-1 竹田病院(福島)

九州電気工事 【一】 　8-4 住友弥生炭鉱(北海道)

【二】 　2-3 青樹会病院(滋賀)

【一】 　0-1 ＪＴ高崎(群馬)

【二】 　0-1 ブラザーミシン(愛知)

高　知 ｱｲｹﾝ医院ﾏｯｽﾙｽﾞ 【一】 　2-1 大森石油(愛知西)

【三】　 7-1 小林記録紙(愛知東)

【二】 　0-1 野田合板(静岡)

京　都 ㈱親和銀行⑱ 【二】 　3-1 福井市役所(福井)

【三】　 2-0 ｾﾝﾄﾗﾙ硝子㈱宇部(山口)14回

テルウェル九州(熊本)(ベスト８) 【準々】 0-1

佐藤薬品工業(奈良)

岡　山 佐世保重工業 【二】 　1-0 本州製紙富士(静岡)

北海道 三菱重工長崎⑧ 【二】 　1-0 松下電工㈱津工場(三重)

神奈川 長 崎 澱 粉 【一】 　0-2 日本鋼管川崎(開催地)

(ベスト８) 【準々】 0-4

大　阪

【二】   1-0 徳島県庁(徳島)

西 肥 自 動 車 【一】 　1-2 新潟市水道局(新潟)

京　都

【一】   3-0 柏崎市役所(開催地)

【三】  0-11 ヤシカ(長野)＝優勝

【三】　 0-1 大阪市信用金庫＝優勝

【一】 　1-2 みちのく銀行(青森)

兵　庫 九州電工佐世保 【一】 　2-0 日置電機KK(長野)

福　岡 三菱重工長崎⑨

奈　良 東芝炉材川棚 【一】 　4-2 石川町役場(福島)

【二】 　1-3 神崎製紙富岡(徳島)

新　潟 ㈱親和銀行⑲

徳　島 ㈱親和銀行⑳ 【一】 　1-9 パイオニア㈱川越(埼玉)

【二】 　0-5 関ヶ原石材(岐阜)

【三】　 4-6 旭鋼管工業(埼玉)岐　阜 三 菱 電 機 【二】 　2-0 丸善石油下津(和歌山)

常盤交通自動車(福島)

【二】 　4-2 セレスティカジャパン(宮城)

【一】 　0-1 パイオニア㈱川越(埼玉)＝優勝

高　知 松 早 石 油 店 【二】 　0-1 厚木自動車部品(神奈川)

鳥　取 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ九州 【一】 　8-3 小松精錬(石川)

鹿児島 三菱長崎造船所① 【一】 　1-4 富士重工群馬(群馬)

宮　城 ｱｲｹﾝ医院ﾏｯｽﾙｽﾞ

【三】   0-4 西川物産(石川)

【二】 　0-3 ＳＥＣカーボン(京都)

【一】 　0-1 大阪市信用金庫＝優勝

三　重 三菱重工長崎③ 【一】 　1-3 千葉相互銀行(千葉)

大　分 ㈱親和銀行㉑ 【一】 　1-0 日立厚木(神奈川)

栃　木 親 和 銀 行 ② 【二】  8-10 秋田信用農協連合会

滋　賀 愛健会ｱｲｹﾝ医院

石　川 親 和 銀 行 ① 【一】 　3-8

滋　賀 三菱重工長崎② 【一】 　0-1

東　京 ㈱親和銀行㉓ 【二】 　0-2 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ厚木(神奈川)

【一】 　0-5 常陽銀行(茨城)

【二】 　1-0 金沢電話局(石川)

石　川 ㈱親和銀行㉒ 【二】 　0-1 三洋電機㈱洲本(兵庫)

【一】 　4-1 東芝府中工場(開催地)

埼　玉 三菱重工長崎⑩

常盤交通(福島)

島　根 三菱重工長崎⑪ 【一】 　0-1 北陸ガス(新潟)

佐藤薬品工業(奈良)岩　手 ㈱親和銀行㉔

広　島 親 和 銀 行 ⑤ 【一】 　7-0 高崎信用組合(群馬)

沖　縄 ㈱親和銀行㉕ 【二】 　0-5 ＳＥＣカーボン(京都)

(ベスト８) 【準々】 0-4 日本鉱業水島(岡山)

青樹会(滋賀)

㈱キャプティ(東京第１)

グローリー(兵庫)

【一】 　0-8 ドウシシャ(大阪第１)愛　媛 三菱重工長崎⑫

親 和 銀 行 ③ 【二】   2-3 大倉工業(香川)＝優勝

【一】 　2-3

【三】　 2-1 三洋電機洲本(兵庫)

東　京 親 和 銀 行 ④

愛　媛

【三】   5-8 佐久総合病院(開催地)

三　重 三菱重工長崎⑬ 【一】 　5-1

長　野 親 和 銀 行 ⑥ 【二】 　1-0 富士電機製造㈱東京工場

【二】 　1-2

北海道 ㈱親和銀行㉖ 【一】 　0-4

兵　庫 三菱重工長崎⑭ 【二】 　1-0【二】 　1-3 岡山機関区(岡山) 旭山倶楽部(北海道北)

山　形

優勝=１回 (第２回/山領組) 準優勝=なし

ベスト４=２回 (第11回/日鉱御橋炭鉱、第33回/親和銀行)

ベスト８=５回


