
 平成13年までの対馬中学野球大会は夏選手権(S51～)と新チー 野球県大会への代表とした。

ムによる新人戦(S62～)の２大会であり、優勝チームを県大会の 　全日本少年大会は昭和59年に始まり横浜スタジアムで

代表としていた。平成14年５月に峰町とNHK福岡放送局などの 各ブロック代表(九州７県で２枠。沖縄は単独)16チーム

主催により『スポーツ教室』があり、小中学生対象としたバレー で夏休み４日間開催である。中学年齢層のクラブチーム

ボール教室と野球教室が催された。野球教室は元巨人軍コーチの 対象であり長崎県予選は中体連との関係で参加数が少な

瀧安治氏と当時のNHK野球解説者で中日OB投手の与田剛氏が講 かったが(例年２～４)、第18回(H.13年)大会から各支部

師を務められた。教室の前後に当時登録の５チームによる試合を 代表が参加できるようになり、対馬は豊玉ヤンキースが

行ない優勝チームにＮＨＫ杯が贈られ、そのチームを全日本少年 参加希望したので推薦で出場(5-8･彼杵中)した。

【二回戦】 【一回戦】

【決勝】 有明中(南高) 2-1 崎辺中 　 【決勝】 島原二中 3-1 小ケ倉中（長崎） 　

【一回戦】 【二回戦】 (６回時間切れ)

【決勝】 島原二中    - 　 【決勝】 西有家(県南) 2-0 田河（壱岐） 　

【二回戦】 【一回戦】

【決勝】 加津佐中(県南) 4-0 北諫早 　

【一回戦】

【決勝】 有明中(島原) 2-1 小島(長崎) 　

【一回戦】 【一回戦】

【決勝】 小佐々中(県北) 1-0 島原二中 　 【決勝】 島原二中 4-3 高来中(諫早) 　

【二回戦】 【二回戦】

【決勝】 有家中(県南) 5-3 千々石中 　 【決勝】 国見(県南) 4-0 桜馬場(長崎) 　

上対馬 10-2 厳　原 厳　原 3-2 仁　田

ＮＨＫ杯対馬中学軟式野球大会 　　（全日本少年軟式野球大会　対馬予選会）

第１回NHK杯 （14.5.18-19) 第19回全日本・県予選 (6.15-有明町） 第６回NHK杯 （19.5.6) 第24回全日本・県予選 (5.26-南島原）

美津島 9-5 上対馬 厳原ウインズ 000 01 1豊　玉 4-0 西　部 崎辺中(佐世保) 500 60 11

厳　原 5-2 美津島 西有家中(県南) 143 0X 8仁　田 3-1 上対馬 豊玉ヤンキース 000 00 0

第25回全日本・県予選 (5.24-南島原）

厳　原 8-0 上対馬 仁　田 3-0 美津島

豊　玉 2-1 仁　田

第２回NHK杯 （15.5.17) 第20回全日本・県予選 (6.14-北有馬） 第７回NHK杯 （20.5.4)

上対馬 1-0 厳　原 上対馬少年北斗ｸﾗﾌﾞ 000 000 0仁　田 6-0 西　部 厳原ウインズ 000 000 02 2

島原三会中(島原) 000 211 4厳　原 15-0 豊　玉 東明中(佐世保) 000 000 03x 3

厳　原 1-0 仁　田 上対馬 9-8 仁　田

仁　田 8-0 対馬TK

第３回NHK杯 （16.5.8) 第21回全日本・県予選 (5.21-北有馬） 第８回NHK杯 （20.5.3) 第26回全日本・県予選 (5.23-島原市）

厳　原 5-0 上対馬 上対馬 7-1 対馬TK

厳　原 4-1 美津島 川棚中(東彼杵) 100 000 3 4仁　田 1-0 豊　玉 三重中(長崎) 000 000 0 0

上対馬 1-0 仁　田 厳原ウインズ 001 000 1 2厳　原 10-0 美津島 厳原ウインズ 000 000 1x 1

上対馬

厳原ウインズ 000 100 0 1

高来中(北高) 000 000 0 0

厳　原 2-1 仁　田 【準決勝】 厳　原 2-0

【決勝】　 第９回NHK杯 （22.5.2) 第27回全日本・県予選 (5.22-島原市）

田河中(壱岐) 000 000 0 0 美津島 4-0 上対馬

厳原ウインズ 000 000 0 0 厳　原 1-0 仁　田

西有家中(県南) 001 000 0 1

【九州ブロック】宮崎県串間市　 厳　原 1-0 美津島 厳原ウインズ 000 000 0 0

厳原ウインズ 000 100 X 1 仁　田 4-3 対馬TK

第10回NHK杯 （23.5.1) 第28回全日本・県予選 (5.21-島原市）

厳　原 11-0 美津島 仁　田 不戦 上対馬

小林中(宮崎) 001 000 X 1

小林中は代表決定戦で●

第４回NHK杯 （17.5.8) 第22回全日本・県予選 (5.28-西有馬）

厳　原 9-2 対馬TK 仁田中野球クラブ 000 100 0 1上対馬 2-1 豊　玉 御厨中（松浦） 100 100 0 2

佐々中(県北) 400 001 X 5厳　原 5-1 仁　田 厳原ウインズ 000 000 0 0

厳　原 9-2 上対馬 仁　田 7-0 厳　原

仁　田 6-2 美津島

第５回NHK杯 （18.5.7) 第23回全日本・県予選 (5.27-島原市） 第11回NHK杯（24.4.29/5.5) 第29回全日本・県予選 (5.26-南島原市）

厳　原 4-3 仁　田 美津島 2-1 対馬TK

厳　原 6-4 上対馬 仁田中野球クラブ 000 000 0 0上対馬 7-4 豊　玉 千々石中（県南） 005 000 0 5

大野中(佐世保) 001 000 X 1厳　原 6-5 美津島 厳原ウインズ 000 000 0 0

厳　原 1-0 上対馬 仁　田 5-3 厳　原

仁　田 3-1 美津島



【二回戦】 【一回戦】

【決勝】 小浜(県南) 4-0 有家(県南) 　 【決勝】 西有家(県南) 4-2 相浦中(佐世保) 　

【二回戦】 【一回戦】

六回時間切れ。七回は無死満塁制 【決勝】 平戸 2-1 西彼中(西海) 　

【決勝】 波佐見 2-1 相浦中(佐世保) 　

【二回戦】

【決勝】 日野 1-0 波佐見中(東彼杵) 　

【一回戦】

【二回戦】

【決勝】 明峰(諫早) 5-4 国見中(県南) 　

 ＝ 10回 （県大会＝４勝10敗 　優勝=１回）

 ＝ ２回 （県大会＝０勝１敗）　辞退＝１回

 ＝ ２回 （県大会＝０勝２敗）

 ＝ １回 （県大会＝０勝１敗）

 ＝ １回 （県大会＝０勝１敗）

 ＝ １回 （県大会＝０勝１敗）

優

勝

回

数

厳 原 ウ イ ン ズ

（厳原中学校）

仁 田 中 野 球 ク ラ ブ

雞 知 中 学 校

対 馬 Ｔ Ｋ マ ッ ク ス

上対馬少年北斗クラブ

豊 玉 ヤ ン キ ー ス

第12回NHK杯（25.4.14/5.5) 第30回全日本・県予選 (5.25-南島原）

第15回NHK杯 （28.4.10) 第33回全日本・県予選 (5.7-南島原市）

対馬TK 7-0 上対馬

厳　原 4-0 上対馬

対馬TK 4-1 美津島 桜が原中(大村) 000 000 0 0

仁　田 8-0 美津島 対馬ＴＫマックス 000 000 0 0

対馬TK 7-2 厳　原 厳原ウインズ 011 000 X 2

対馬TK 6-5 厳　原 有家中(県南) 000 040 X 4

明峰中は九州で福岡に3-4●

000 000 3 3

　ったことで県大会を辞退。 厳原ウインズ 001 000 0 1

対馬TK 4-3 仁　田

　対馬TKは県大会日程と

　地区中体連(球技)が重な 国見中(県南)

厳　原 10-0 上対馬 厳原ウインズ 000 002 1 3

第13回NHK杯 （26.4.29) 第31回全日本・県予選 (5.24-南島原市）

対馬TK 2-1 美津島

第16回NHK杯 （29.4.９) 第34回全日本・県予選 (5.6-南島原市）

雞知中 3-0 上対馬

厳　原 3-2 対馬TK 波佐見中(東彼杵) 110 000 2x 4

第14回NHK杯 （27.4.16) 第32回全日本・県予選 (5.23-南島原市）

西有家は九州で大分(明豊中)に1-7●

美津島 1-0 対馬TK

1

雞知中 6-0 厳原中 雞知中学校 000 000 0 0

◆波佐見中は全国大会で優勝◆

厳原中 5-1 対馬TK 西彼中(西海) 000 000 1

第17回NHK杯 （30.4.8) 第35回全日本・県予選 (5.5-南島原市）

厳　原 6-4 美津島 厳原ウインズ 000 000 0 0

対馬TK 2-1

厳　原 3-1 上対馬 日野中(佐世保) 010 000 0 1

4

◆日野中は全国大会で準優勝◆

厳　原 4-2 対馬TK 厳原中学校 000 000 0 0

雞　知

厳　原 7-2 雞　知 有明中(島原) 000 031 0


