
第20回対馬軟式野球選手権大会 �会期　第一日：平成27年9月13日　第二日：10月4日 
第65回長崎県軟式野球選手権大会・対馬予選会 �会場　美津島野球場 

不参加（4チーム）＝厳原レバーズ、ドンジャース、上対馬北斗クラブ、対馬やまねこパワーズ

∴●∴．∴
【一回戦】10：02～　1時間41分 

上対馬メ　ッ　ツ �2400001 �7 

厳原ブラ　ボー �0000000 �0 
【二】蘇木

先頭から連続四球に捕逸の一死二三塁から末岡、河本の連続

タイムリー打で先制したメッツは、二回にも敵失から四死球の
一死満塁に小宮の右線2点打に暴投。さらに河本の左犠飛によ

り4点を加えた。三回～六回は2四球走者を出すも7三振を喫

するなどで得点機は無かったが、七回に先頭浦崎が安打し2個
の暴投で還り7点差を付けた。

対する厳原ブラボーは三回と五回に安打が出るも後続が無く
七回に蘇木の先頭二塁打も連続内野飛球で進塁できず敗退し、

今季は西日本2部の棄権敗けに始まり白星が挙げられず4連敗
となった。【審判】糸瀬（制）、波田（美）、小島（美）、小西（制）

【上対馬メッツ】打安点球

⑥小島　圭祐2　0　0　2

⑤2浦崎　亮真110　3

④小　宮　　光3121

（診末岡　佑太3111

③河本　法満212　0

H3米　田　昌隆10　0　0

①横井　将之2　0　0　2

⑨高田　博信3101

②米田　周市2　0　0　0

5平間　友則10　0　0

⑦石田　誠志2　0　0　0

犠2振9残6併0　225　510

【厳原ブラボー】打安

⑥3小宮　博輝3

②佐藤　裕佑2
③田　中　敬
4多田　智

（診稲永　裕

⑦6蘇木　貴司310

⑨中屋　隆太2　0　0　0

H渕上　泰光10　0　0

④7岩佐　研書2　0　01

①阿部　裕基2　0　0　0

H神宮　保夫10　0　0

5大浦　康平210　0

蟻0振1残5併0　233　0　3

【－回戦】 12：00～　1時間19分

リナーズ 0010000

豊玉町野球部 0000000

【二】武本、古川
森田

三回二死後に四球の宮原が武本の左線二塁打で本塁に滑り込

んだ1点を、宮原が毎回走者を背負いながら苦投で守り切った。

厳原は四回一死後に古川の二塁打と神宮のバントヒットで一三

塁の追加点機も一塁牽制球死で逸し、最終七回にも四球と安打
を捕ゴロで一死二三塁の追加点も逃した。

豊玉は3本の犠打などで毎回得点圏内に走者を置いたが拙走

も二度あり効果打も生まれなかった。初回は一死後に森田の右

中間二塁打、三回一死後に連続内野安打の二死二三塁、五回は

先頭安打と犠打矢を犠打進塁させた一死二三塁。最終七回も二
死後に小島の安打を間に2四死球で一打逆転サヨナラの場面も、

全てが中軸のブレーキが痛かった。

【厳原マリナーズ】打安点球

②武本龍太郎4110

⑥鬼橋　佑介310　0

③坂本　元太3　0　0　0

⑧古川　優樹3　2　0　0

⑦神宮　圭太310　0

④黒岩　克成2　0　01

⑨坂　元　　迅310　0

⑥朝垂　直斗310　0

（む宮原　大輔2　0　01

犠0振2残6併0　2¢712

【審判】神宮ほか厳原ブラボー

【豊玉町野球部】打安点球

①小島　洋平3　2　0　0

④森田　将平3101

（診梅野　謙治4　0　0　0

③横瀬　弘樹3　0　0　0

⑦村瀬　裕亮210　0

8斉　藤　　毅10　0　0

⑥扇　　祥　喜2　0　0　0

②糸瀬　慎吾310　0

（診7長郷　健彦310　0

（診井村　健太110　0

日9井村　直樹0　0　01

犠3振4残9併0　257　0　2

【準決勝】09：58～　‾1時間52分 

厳原　ピー　ンズ �001003115 

上対馬メ　ッ　ツ �222000X �6 

【本】浦崎
【二】勝見、松本

未岡2
上対馬が1点差で逃げ切った。初回敵失で得た二死三塁から

未岡、小島の長短連続タイムリー打で先制すると二回も2敵失
の走者が御手洗、末岡の短長適時打で加点。更に三回も先頭の

敵失から二死後に浦崎の左越え2ラン。結果的にこの2ランが
決勝打となった。

厳原は五回を除いて7四死球得るなどで毎回走者を送った。
二回2死四球と遊野選の一死満塁を逸した後の三回二死一二塁

に勝兄の左二塁打で追いかけると六回に先頭四球から勝兄の安

打に四球の一死満塁に三ゴロで1点。松本の左越え2点二塁打
で追いすがり、七回に小田、佐護が連安打の無死一二塁。ここで

交代の国分からも四球を得て満塁。遊ゴロ本封後に阿比留の右
犠飛で1点差。だが二三塁に走者を残して武末は左飛に倒れた。

厳原ピーンズは平成15年に県選手権初出場し二度目の18年に
2勝してベスト4。21年、23年と4度の出場も2勝止まり。

【厳原ピーンズ】打安点球

①松本　拓之412　0

⑧9梅野　直樹4　0　0　0

②小田　剣生210　2

⑥佐護　正己410　0

（診久和　隆博10　0　3

④勝見　卓也3　210

⑥阿比留　祐一10　01

⑨密藤　友一1010

8武末　　　太2　0　01

⑦泉　　　賢人2　0　0　0

H7渡部　真吾1010

【上対馬メッツ】打安点球

⑥1図分　祐太郎3　0　01

⑤御手洗祐一郎4　210

⑦板井　将之4　0　0　0

⑧宋岡　佑太4　2　2　0

①8小島　圭祐3110

③河本　法満3　0　0　0

⑨米田　周市10　0　0

4神宮　　　錦10　0　0

④9石田　誠志3　0　0　0

②浦崎　亮真312　0

犠1振3残7併0　296　61

犠3振2残9併0　255　5　7

【審判】阿比留（レ）、内山（レ）、一宮（レ）、糸瀬（制覇）

また今季は高松宮賜杯1部の代表となったが大島造船所
に初戦で敗退している。
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【準決勝】12：00～　2時間20分　延長九回は無死満塁制

制　覇　ク　ラ　ブ �00003010 �4 

厳原マリナーズ �10001201X �5 

I二】岡部、小西

厳原は相手2投手から七回までに8四球6死球の14走者を得

たがその回までに散発2安打で12残塁も記録した。無死満塁制

の延長八回一死後山代の中犠飛で2時間越え試合にケリ付けた。

初回3四球の二死満塁に江口の四球で先取点を挙げた厳原は
二回～四回までに二人ずつの四死球走者を還せず、運転された

五回に朝妻の安打を間に死球と野選の満塁に一ゴロ本封。一塁

転送が悪送球で二走が還る。六回に代った高原からも死四球の
一二塁に水本の右線打で1点。一三塁の二盗悪送球で再び1点

リードを奪ったが延長戦にもつれ込み最後は監督の山代が犠飛。

2年連続三度目の県選手権出場を狙う制覇クは初回に中飛併

殺や二回は一死後に二塁打の岡部が三盗死後に敵失と四球走者

を出すなど、三回は2四球走者を生かせず四回まで無得点。五

回先頭の敵失出塁から小宮憲が安打の二三塁に暴投生還。縫田

四球に三野選の満塁から小西の左中間2点二塁打で逆転。一死

二三塁を逸した後に再び1点差を追う展開。

最終七回に先頭縫田が左前打。三槻の二前バントヒットに敵

失の無死満塁に岡部の二ゴロで同点として延長戦に。だが無死

満塁制は三ゴロと遊ゴロで本封され最後も三ゴロに倒れた。

l制覇クラブ】打安点球

⑳2小宮　良太4　0　01

㊥鍵田　幸広210　2

⑧5三槻　伸也3101

②3小西　清弘412　0

⑥岡部　洋平4110

【厳原マリナーズ】打安点球

⑥鬼橋　佑介2　0　0　3

⑦4神宮　圭太2　0　0　3

⑧山代　　　毅2　012

②神宮　大司朗2　0　0　2

①水本　春毅3111

③1高原　書弘4　0　0　0　③97江口　豊優2　012

⑤8井村　昭洋2　0　0　2

①9草野　深音4　0　0　0

⑦小宮　憲司210　0

7丸島　　　敦2　0　0　0

犠0振3残12併1315　3　8

④8朝素　直斗3101

⑥花屋　辰徳4　0　0　0

⑨田中　敏也2　0　0　0

3岸原　寿雄2　0　0　0

犠1振7残14併0　242　314

【審判】吉野【塁審】厳原ピーンズより

平成19年に県選手権初出場した制覇クラブの初戦は親和

銀行。0－2と健闘しての敗退が7年後の26年にベスト4

と躍進した。長崎支部代表の三菱自販を4－2で倒すと、Aク

ラス推薦出場の南原クラブも5－3勝利。準決勝戦で21年か

大会5連覇中の親和銀行からは得点することが出来なかっ

たが2失点に抑えた。親和銀行は大会タイの6連覇を達成。

今年の天皇賜杯で対馬代表出場はA級の愛健医院に0－7と

五回で終えたが、11月開催の県体での活躍が期待される。

【決勝】14：40～1時間18分

上対馬メ　ッ　ツ �0020010 �3 

厳原マリナーズ �0000000 �0 

【三】石田

【二】鬼橋
三回に先頭石田が左越え三塁打し四球（二盗）の2走者を小島

が左適時打で還し先制したメッツは六回に四球の板井が未開の

安打で二進。三盗を試みて悪送球を請い生還しダメ押し点。

チーム主力の陸上自衛隊選手全員を欠いたマリナーズは初回

先頭の鬼橋が右中間突破の二塁打。犠打三進したが後続が倒れ

ると六回までに出した走者は四回二死後の四球のみ。七回に敵

失と四球に代打横松も敵失で出た一死満塁も後続が無く敗戦し

2年ぶり四回目の県選手権大会出場は消え、本年の県大会出場

は果たせなかった。これはチーム創設以来3年目の平成12年以

来二度目のことである。

平成10年チーム創設の厳原マリナーズは7年目の16年に県選

手権初出場Ll勝。更に8年後の24年と25年に連続出場するも

初戦突破できなかった。

上対馬メッツは平成2年に対馬連盟登録。9年目の10年に22

チーム参加の対馬選手権大会で5勝し初の県選手権大会。13年

に二度目。三度目は第60回記念の22年で豊玉町野球部と共に参

加したが過去三度とも初戦敗退している。

今季の上対鳥メッツは前年選手権準優勝として西日本1部県

大会に出場したがALL生月に対して0－7五回コールドに仕

留められており、県選手権で雪辱を期すところである。

【上対馬メッツ】打安点球

⑥小島　圭祐312　0

⑥御手洗祐一郎2　0　0　0

⑦飯井　将之2　0　01

⑧末岡　佑太310　0

（診河本　法滞2　0　0　0

日3高田　　博信10　0　0

①国分　祐太郎3　0　0　0

⑨石田　誠志310　0

④神宮　　　錦2101

②浦崎　亮真3　0　0　0

穣1振9残3併0　244　2　2

【厳原マリナーズ】打安点球

⑥鬼橋　佑介310　0

④神宮　圭太2　0　0　0

⑧山代　　　毅3　0　0　0

②神宮　大司朗10　0　2

①水本　春毅3　0　0　0

⑦江口　豊優2　0　0　0

日横松　　　修10　0　0

⑥朝妻　直斗3　0　0　0

⑨花屋　辰徳2　0　0　0

日神宮　　　鴬10　0　0

③岸原　寿雄2　0　0　0

犠1振3残5併0　2310　2

【審判】波多野【塁審】制覇クラブより

第20回記念の対馬選手権大会の表彰選手は、決勝戦で7回を

完封した商分祐太郎（25）が最優秀選手賞を初受賞。優秀選手は

決勝戦で先制2点タイムリー打の小島圭祐（25）と、準決勝と決勝

の2試合（15イニングス）を完投した水本春扱く1恥敢闘賞には準

決勝戦での決勝2点本塁打の浦崎亮真（26）と、神宮大司朗（28）

にこ試合捕手の激務に対して贈られた。また打撃裳として3試

合通じて毎試合安打の8打数4安打3打点の未開佑太（20）が獲

得した。

左：厳原マリナーズ　　　　　右：上対馬メッツ

優勝した上対馬メッツは10月24日～25日に長崎市と 

諌早市で開催の県軟式野球選手権大会に5年ぶり 

4回目の出場をする。 

準優勝の厳原マリナーズは来年の西日本1部長崎県 

大会の対馬代表としての参加資格を得た。 



終戦6年後の昭和28年4月に原爆落下中心地近くに長崎市営大横 ���57年 �豊玉クラブ （BEST4） �4－0　大村市役所（大村） 

球場が完成。県軟式野球連盟と長崎日日新聞社（現長崎新聞社）との �����2－0　全田平（県北） 

共催による県下郡市対抗軟式野球大会が9月に開催された。 当初は10地区代表の軟式球使用大会だったが、3回（28年）大会から �����0－1長崎日野自動車（推薦：前年優勝） 

開年 �豊玉クラブ （BEST4） �4－3　大村球友会（大村） 

15回（側年）までの13年間は準硬式球を使用。13～15回大会の3年間 �����3－2　佐々クラブ（県北） 

は8チーム参加と制限された。 長崎国体く44年）翌年の第20回大会に10地区参加となり、上五島単独 （49年）や平戸・松浦・北松の分離（51年）。諌早・北高に大村・東彼の分 離（54年）、島原・甫高の分離（57年）等を経て16支部十推薦チーム参加 �����か＄　親和銀行（推薦：前年優勝） 

59年 �峰ファイターズ �卜8　有明町クラブ（島原甫高） 

60年 �上対馬クラブ‘ �0⊥7　三菱重工長崎（推薦：前年優勝） 

引年 �海王 �5－0　崎山クラブ（福江） 

大会となったが、平成の市町村大合併で平成17年（第55回）に北高来 部の消滅で15支部となる。 �����ト8　三菱重工長崎（長崎） 

62年 �海王 （BEST4） �9－5　小長井クラブ（北高）　　　　▲ 

会場は大橋球場をメインに三菱球場や長崎商高球場を使用してい �����2－0　佐世保市水道局（佐世保） 

たが大橋が老朽化で平成7年に解体。県営野球場ビッグN（9年竣工） と、市営かきどまり野趣囁く10年）を使用して熱戦が行なわれている。 対馬予選会は平成7年まで6町代表チームによる予選会だったが 8年度より一般登録全チーム参加で行ない、2過に量って代表決定 �����1－日三菱重工長崎（長崎） 

83年 �上対馬クラブ �0－2　富江クラブ（福江） 

豊玉クラブ �5－0安中クラブ（島原） 0－7長崎県共済連（長崎） 花年 

2年 �美津島マーシャルズ �3－1松島炭鉱池島鉱業所（西彼） 

する『対馬選手権大会』とした。 での6年間は20チーム越え（最高 り続け、26年に10チームとなり、 ��参加数は8年は17。9年から14年ま 22）となったが、15年以降は年々減 本年は8チーム（不参加4）となった。 ���0－5　親和銀行（推薦：前年優勝） 

3年 �峰ファイターズ �0－4　中興化成工業（松浦） 

4年 �美津島マーシャルズ �3－1安中クラブ（島原） 卜3大村市役所（大村） 

県選手権入会での �対馬代表チー／、戦績表 �5年 �厳原ワイズ �0－3　彼杵スラッガーズ（東彼） 
26年 �全厳原 　（BEST4） �4－3共済病院（佐世保） 0－1長崎刑務所（諌早） �6年 �豊玉町野球部 �卜5　愛野町体協野球部（甫高） 

7年 �厳原ファイターズ �卜9　福江球友会（福江） 

27年 �比田勝北斗 �船便欠航で棄権　下川商事（佐世保） �8年 �厳原レバーズ �7－12西海持球団（西彼） 

28年 � �棄権保安隊大村部隊（大村乗鞍） �9年 �大洋真珠クラブ �4－5　鹿町′くンビーズ（県北） 

29年～30年は不参加 ���10年 �上対馬メッツ �3－7　ソニー長崎（諌早） 

31年 �北斗クラブ �0－1西肥バス（佐世保） �11年 �豊玉町野球部 �ト1島クラブ（平戸） 0－3親和銀行（推薦：前年優勝） 

32年 �北斗クラブ �4－3全福江（五島） 0－6住友潜龍炭鉱（北松） 

12年 �上対馬ライオンズ �4－8　福江球友会（福江） 

33年 �不参加・ � �13年 �上対馬メッツ �0－1波佐見野球クラブ（束彼） 

34年 �北斗クラブ �棄権福江北クラブ（五島） �14年 �厳原レバーズ �ト4　若松クラブ（上五島） 

35年～36年は不参加 ���15年 �厳原NYピーンズ �0－2　波佐見鴻ノ巣クラブ（東彼） 

37年 �北斗クラブ �卜7　三井楽航空自衛隊（五島） �16年 �厳原マリナーズ �5－0県職五島（福江） 童－3親和銀行（推薦：前年優勝） 

38年～44年の7年間は不参加 

45年 �全厳原 �0－3　三菱重工長崎（推薦：前年俵勝） �17年 �上対馬クラブ �5－2平戸クラブ（平戸） ト8TEAM橋口（大村） 

46年 �豊玉ジャガーズ �0－3親和銀行（佐世保） 

47年 �親和会キング �0－2　三菱重工長崎（推薦：前年優勝） �18年 �厳原NYピーンズ （BEST4） �車1たちばな借用金庫（諌早） 5－0南串野球部（県南） 0－9三菱重工長崎（推薦：前年優勝） 

48年 �厳原ボンバーズ �ト3　有明町クラブ（島原甫高） 

49年 �豊玉ジャガーズ �0－2　池島鉱業所（西彼） 

50年 �美津島 �ト7　諌早クラブ（諌早北高） �19年 �制覇クラブ �0－2　親和銀行（推薦：前年優勝） 

51年 �美津島 �6－2全大島（西彼）． 0－3日本ダッジファイバー（松浦） �20年 �豊玉町野球部 �0－8　親和銀行（佐世保） 

21年 �厳原NYピーンズ �2－6　アイケン医院（推薦：前年優勝） 

52年 �マックス �卜2　松浦市役所（松浦） �22年 �記芸≡会監禁 �4－5若松クラブ（上五島） 2－8舛田グループ（上五島） 

53年 �美津島フェニックス �5－2全田平（県北） 4－6奈良尾クラブ（上五島）＝優勝 

23年 �厳原NYピーンズ �0－4JF長崎県漁連野球部（諌早） 

54年 �美津島メッツ �2－1長崎無線電報局（諌早） か1長崎日野自動車（長崎）＝優勝 �24年 �厳原マリナーズ �卜8　親和銀行（推薦：前年優勝） 

25年 �厳原マリナーズ �2－7　島原市役所野球部（島原） 

55年 �マックス �4－3　富江クラブ（福江） �28年 �制覇クラブ （BEST4） �4－2　長崎三菱自動車販売（長崎） 

1－2　親和銀行（佐世保） ���5－3南原クラブ（推薦：大村） 0－2親和銀行（推薦：前年優勝） 

56年 �海王 �卜0大村市役所（大村〉 0－10長崎日野自動車く推薦：前年優勝） 

27年 �上対馬メッツ � 



二三・速壷 �・滴‾、 � � �＿′‾瓜シ ・．覇、．－ 勢‡ �；．婆辛長崎県草野球琴＿苧・γ＿草餅拳牽登業華 　　義Lj導き � 
鞭牌瑚噂濁卵噂 �� �嘩本条ここ′′ ��潤一こ■長峰市蛍かき，．鳶華誓、野球撃…・三 三C守諌早市営球場■ 

株式会社　親和銀行　前年優勝
（19年連続43匝目）　　（推　薦）

上　対　馬　メ　ッ　ツ

く5年ぶり4回冒）

富　江　ク　ラ　ブ
（2年ぶり17回8）

T E A M　橋　口

（3年連続8匝I自）

箱　崎　タ　ラ
（5年ぶり7回目）

（対　馬）

（福　江）

（大　村）

プ（壱岐）

舛　田　グ　ル　ー　プ
（4年ぶり12回目）

鏑　　タ　　ラ
（5年ぶり16固目）

（上五島）

プ傭早）

㈱　大　島　造　船　所
（初出場）

10／24（土） 医療法人愛健会費健医院
（3年連続9匡旧）

B¢amS（ビームス）
（2年連続2回目）

アリアケジャパン㈱
（4年連続7回自）

愛　野　野　球ク　ラ　ブ
（2年ぶり8回目）

長崎サニタリ　ーン
（2年連続2回目）

松浦ベイ　ス　ターズ
（4年ぶり5回自）

F L Y F I S H

（初出場）
C②三　菱重工

（17年連続41回目）

（佐世保）

（島　原）

（県　北）

（県　南）

（東彼杵）

（松　浦）

（平　戸）

長崎（長崎）
コヽ

8．：＝丁詣：ニスー）

（七回コールドゲーム）
三菱重工長崎は8年ぶり16回目の優勝


