
第１回（S62.10.25)厳原 第３回（H元.10.29)峰 第５回（H３.10.22)

第６回（H４.11.１)峰

第２回（S63.10.23)美津島 第４回（H２.10.28)厳原

第７回（H５.10.31)峰 第８回（H６.11.６)峰 第９回（H７.10.14)峰

第１回県新人戦(12.11～佐世保） 第２回県新人戦（12.10～諫早） 第３回県新人戦（11.25～大村）

島原第三中 平戸中 福島中(県北)

【決勝】 相浦(佐世保) 1-0 飯盛(北高) 【決勝】 波佐見(東彼) 4-3 北諫早 【決勝】 有家(南高) 1-0 日宇(佐世保)

第10回（H8.10.9)峰 第11回（H９.10.５)峰　５ﾁｰﾑ 第12回（H10.10.12)豊玉

第４回県新人戦（10.26～大村） 第５回県新人戦（10.25～北有馬） 第６回県新人戦（10.24～大村）

生月中(県北) 富江中(福江) 今福中(松浦)

小ケ倉中(長崎)

【決勝】 旭(佐世保) 1-0 有明(南高) 【決勝】 有明(南高) 4-3 波佐見(東彼) 【決勝】 小ケ倉 3-2 有明(南高)

第13回（H11.９.15)厳原 第14回（H12.９.23)峰 第15回（H13.９.24)豊玉

第７回県新人戦（10.23～島原） 第８回県新人戦（10.7～大村） 第９回県新人戦（11.3～平戸）

田平中(県北) 若松中(上五島) 平戸中

大野中(佐世保)

【決勝】 島原一 2-0 大野 【決勝】 西大村 2-0 波佐見 【決勝】 小佐々(県北)1-0大瀬戸(西彼) 

第16回（H14.10.14)厳原 第17回（H15.９.13)上対馬 第18回（H16.９.20)仁田

第10回県新人戦（11.2～佐世保） 第11回県新人戦（11.8～大村） 第12回県新人戦（11.20～佐世保）

志佐中(松浦) 飯盛中(北高) 有川中(上五島)

桜が原中(大村) 布津中(南高)

【準】 日宇中(佐世保)

【決勝】 崎辺(佐世保) 2-1 波佐見 【決勝】 深江(南高) 5-0 小佐々(県北) 【決勝】小佐々(県北)3-1日宇(佐世保)

決勝戦で山坂真心投手が16奪三振の完全試合を達成

対馬中学軟式野球新人戦大会　

過　去　の　中　学　新　人　戦　大　会　の　戦　績　表

美津島 4-1 久田 （３チームリーグ戦） 厳原ウィンズが選手不足で不参加。

西部ライオンズの不戦勝。

（全日本春季少年軟式野球長崎県大会　対馬予選会）

厳原 5-1 美津島 西部 16-8 久田

厳原 3-0 西部 厳原 12-2 久田

仁田 5-4 西部

（参加＝２チーム） （参加＝２チーム） (三位決定戦) 厳原 3-2 比田勝

比田勝

仁田 16-8 厳原

西部 1-0 厳原 西部 5-4 厳原

(三位決定戦) 西部 7-0 久田 西部 11-4 厳原 西部 3-0

1-0

西部 3-2 比田勝

仁田 7-0 豊玉

0-1

　◆　平成５年より長崎県中学新人戦大会が始まる　◆

仁田 6-0 厳原

仁田 2-4

厳原 11-0 上対馬

厳原

（３チームリーグ戦） （３チームリーグ戦）

（３チームリーグ戦）

(三位) 厳原 4-1 比田勝

厳原 1-0 仁田

仁田 1-0 西部

厳原 11-1 西部

厳原 7-4 西部

厳原 7-0 美津島

厳原 1-3

仁田 15-2 厳原

仁田 7-0 上対馬

仁田 6-7

厳原 3-0 豊玉

仁田

仁田 0-4

西部 2-1 厳原

厳原 2-0

仁田 10-2 西部

厳原 1-0

仁田

厳原 5-4

仁田 10-1 厳原

上対馬 10-5 美津島

4-3

西部 0-2

仁田 14-1 厳原

豊玉

1-6

厳原 3-0 上対馬

仁田 10-0 西部

厳原 5-2

西部 4-1 厳原

西部 3-2 仁田

厳原 6-4 豊玉

仁田 1-6

美津島 5-1 厳原

仁田 8-0 西部

仁田 6-2 美津島

仁田 12-6

仁田 10-0 美津島

仁田 12-3 豊玉

厳原 5-0 西部

3-7

仁田 12-1 豊玉

厳原 7-3

仁田 8-2 厳原

厳原 19-0 西部

2-10

厳原 1-0 仁田

仁田 4-1 厳原

仁田 2-3

仁田 2-0 豊玉

豊玉 6-3 西部

厳原 9-3 豊玉

厳原 1-2

厳原 5-1 仁田

仁田 12-0 西部



第19回（H17.10.16)豊玉 第20回（H18.10.15)上対馬 第21回（H19.10.21)厳原

第13回県新人戦（11.20～佐世保） 第14回県新人戦（11.18～松浦） 第15回県新人戦（11.17～西海）

福江中(福江) 佐々中(県北) 平戸中

【決勝】長与二(西彼)1-0日野(佐世保) 【決勝】飯盛(北高 )3-0 横尾(長崎) 【決勝】 波佐見 6-3 西有家(南高)

第22回（H20.９.４)美津島 第16回県新人戦（11.8～島原）第23回（H21.10.３)厳原 第17回県新人戦（10.31～島原）

大瀬戸中(西海) 長与中(西彼)

有明中(島原) 西有家中(県南)

【準】 山里中(長崎)

【決勝】 波佐見 3-0 生月(平戸) 【決勝】生月(平戸) 5-2 山里(長崎)

第24回（H22.９.４)上対馬 第25回（H23.8.28：厳原、9.3：豊玉） 第26回（H24.9.8／9.17：美津島）

第２回全日本春季(10.16～島原） 第３回全日本春季(10.15～松浦） 第４回全日本春季(10.20～島原）

平戸中 志佐中(松浦) 有明中(島原)

小浜中(県南)

【決勝】 平戸 0-6 横尾(長崎) 【決勝】西彼(西海) 6-1 三会(島原) 【決勝】小浜(県南) 1-0 玖島(大村)

第27回（H25.9.16：美津島） 第28回（H26.8.31：厳原） 第29回（H27.8.30：豊玉）

第５回全日本春季(10.19～島原） 第６回全日本春季(10.25～島原） 第７回全日本春季(10.10～松浦）

南串山中(県南) 生月中(平戸) 川棚中(東彼杵)

【決勝】波佐見 7-0 西諫早 【決勝】日野(佐世保) 2-0 西海 【決勝】広田(佐世保) 6-1 諫早

第30回（H28.9.10：厳原） 第31回（H29.9.9：美津島） 第32回（H30.9.9：厳原）

第８回全日本春季(10.９～松浦） 第９回全日本春季(10.７～松浦） 第10回全日本春季(10.6～松浦）

田平中(平戸) 長与第二(西彼杵)

大野(佐世保)

【決勝】西彼(西海) 1-0 日野(佐世保) 【決勝】大野(佐世保) 2-0 平戸

 ＝ 11回 （県大会＝８勝10敗 　BEST4<2回>）

 ＝ ８回 （県大会＝１勝７敗）

 ＝ ５回 （県大会＝０勝１敗）

 ＝ ４回 （県大会＝１勝４敗）

 ＝ ２回 （県大会＝０勝２敗）

 ＝ １回 （県大会＝０勝１敗）

厳 原 ウ イ ン ズ

（厳原中学校）

仁 田 中 野 球 ク ラ ブ

西 部 ラ イ オ ン ズ

美津島アストロクラブ

対 馬 Ｔ Ｋ マ ッ ク ス

上対馬少年北斗クラブ

仁田 6-2 上対馬

厳原 0-1

厳原 3-0 豊玉

仁田 9-5 美津島

厳原 3-1 仁田

上対馬 2-3

★厳原は32連勝でストップ★

仁田 5-3 厳原

美津島

上対馬 9-4 仁田

上対馬 2-0

上対馬

厳原 1-7

美津島 2-0 仁田

厳原 9-2

美津島

上対馬 4-3 対馬TK

厳原 6-0

厳原 4-0

厳原 3-0 仁田 0-3

美津島上対馬 4-0

厳原 2-1 上対馬

久田 厳原 2-1

対馬TK 3-2 上対馬

仁田 9-1

2-1

仁田 2-0 美津島 0-1

平成22年より、長崎県大会の名称が、『全日本少年春季軟式野球長崎県大会』に変更となる。

厳原 4-0 対馬TK

厳原 1-0 仁田

美津島 7-1 厳原

対馬TK 9-1 上対馬

美津島 10-5

4-0 上対馬

対馬TK 3-5

厳原 7-2 上対馬

対馬TK 6-2

仁田 3-2 美津島

仁田 0-6

美津島

厳原

美津島 8-7 上対馬

美津島 1-4

仁田 6-0 厳原

対馬TK 3-1 美津島

対馬TK

美津島 10-7 厳原

対馬TK 1-0 仁田

美津島 4-5

美津島 1-0 対馬TK

厳原 5-2 雞知

厳原 3-0

9-2

美津島 3-2 厳原

美津島 8-3

厳原 2-1 対馬TK

対馬TK 3-1 上対馬

雞知 2-0 対馬TK

対馬TK 4-3 仁田

0-9

美津島 1-0 対馬TK

0-3

美津島 2-0 厳原

対馬TK 1-5

優

勝

回

数

対馬TK 5-1 上対馬

対馬TK

対馬TK 6-1 厳原

美津島 1-0 対馬TK8-0 美津島

美津島 6-3 上対馬

美津島


