
第23回　長崎県成年軟式野球・対馬予選会 �会期　平成27年7月19日（日） 会場　上対馬野球場 

【山回戦】10：00～　1時間46分 

上対馬北斗クラブlO131001　t　＄ 

ドンジャース �1000000 �1 

【三】永留
【二】木寺

初回の無死一二塁を三ゴロ封併殺で逸した上対馬は1点先取
された二回二死二塁に左飛失で同点にすると、三回には敵失を
足掛かりに米田銃の左中間適時打で勝ち越した後の二死一二塁
は木寺の左越え2点二塁打で引き離した。四回にも藤江と中村
が安打の二死一三塁に一塁牽制悪送球で加点。七回は2四球に

重盗の二三塁で木寺の左犠飛と効率良く点を重ねた。
ドンジャースは初回に四球（二盗）と犠打三進後に古瀬が中前

に弾き返し先制点。だが二回は八坂と村瀬が安打の二死一二塁

【上対馬北斗】打安点球【
④平間　友則4　0　0　0

⑤中村　達也3101

①米田　統文3111

⑧高田　博倍3　0　01

⑥松永　基宏210　2

③木寺　裕也213　0

ドンジャース】打安点球

（D6囲分　和幸3　0　01

④永常　潤也310　0

⑦古瀬　博文4　210

③阿比留慎太郎310　0

H武田　音告二10　0　0

⑥5片山　純孝3　0　0　0

②米田　周市410　0　　H扇　　明宏10　0　0

⑦藤江　光男310　0　⑨八坂　浩己310　0

⑨宮原　安彦3　0　0　0　⑧原田　弘成3　0　0　0

犠2振3残7併1276　4　5　⑤1阿比留正臣3　0　0　0

や、三回は先頭永留の左中間三塁打に遊飛矢の無死一三塁、五

回も敵失と阿比留慎が安打した二死二三塁も逸し毎回の10残塁
でスミ1に終わった。　　　　　　　　　　【審判】板井（メッツ上美津島ニューベアーズ

②村瀬　新書3　2　0　0
犠1振6残10併130711

【決勝】12：15～1時間27分 

美津島ニューペアーズ10000030 �3 

上対馬北斗クラブ匝000000 �0 
【三】小島一

【二】高島
六回二死後の美津島は下位打線の4連続長短打で勝利をモノ

にした。右越え三塁打の小島－を小川のショート内野安打で還
し二盗と暴投三進後に高島が中越え二塁打。阿比留も右中間に

運んで3点目を挙げた。それまでも初回二死後の2四球や、二
回も小川の安打に四球の二死一二塁。三回にも二死から中庭が
安打し井の四球などの得点機を潰していた。

上対馬も四回まで毎回の得点機を逸した。残塁8は四回まで
のモノで、初回は中村が安打（二盗）の一死二塁。二回は一死後

に木寺と米田周の連打を犠打で進めた二死二三塁。三回には敵

失から松永と高田が連安打の二死満塁。四回も2四死球走者を
進めることが出来ずに51歳の井からゼロ封された。

【美津島へやァース寸】打安点球

⑧黒岩　　到4　0　0　0

④6江口　豊隆4　0　0　0

⑤小島　和豊3　0　01

②中庭八寿彦210　2

①井　　　浩3　0　01

【上対馬北斗】打安点球
④平間　友則3　0　01

⑤中村　達也210　0
日5中原　恵山2　0　0　0

⑥松永　基宏310　0

①高田　博信310　0

③4小島　一輝310　0　⑦財部　晃3　00　0

⑨小川　寿浩3　210

⑥村瀬　恵二10　0　0
H3高島　隆宏2110

3波田　正嗣0　0　0　0

⑦阿比留竜馬2111

③木寺　裕也310　0

②米田　周市310　0

⑧藤江　光男10　01

⑨米田　昌隆3　0　0　0

犠1振5残8併0285　0　2

犠0振2残8併0276　3　5

【審判】村瀬ほかドンジャース

長崎県成年大会での対馬代表チームの戦 ������頼義 
図 �年 �スコアと対戦相手 �回 �年 �スコアと対戦相手 �回 �年 �スコアと対戦相手 

1 �5 �峰OBファイターズ �9 �13 �豊玉壮年クラブ �17 �21 �対馬市役所壮年 

没収【－】轟壮年クラブ（北高） ㌻7【準】北松壮年クラブ（県北） ���1－5【－】北松壮年（県北） ���ト6【－】ヨシイスポーツクラブ 

10 �14 �豊玉壮年クラブ �18 �22 �対馬市役所壮年 

2－9【決】しげまつクラブ（長崎） ���1－8【ニ】佐世保西海クラブ ���◆　参加人員不足で不参加　◆ 

2 �6 �上対馬北斗クラブ �11 �15 �厳原壮年ブラボー �19 �23 �厳原レバーズ 

2－5【－】北松壮年クラブ（県北） ���4－3【二】松浦壮年クラブ 7－0【準】ヨシイスポーツクラブ（諌早） ���2－4【－】大村市役所壮年 
・3 �7 �上対馬北斗クラブ ����20 �24 �上対馬北斗クラブ 

2－4【一】轟壮年クラブ（北高） ���3－4■【決】メンフツズ福江 ���7－4【ニ】コーカスクラブ（長崎） 0－7【準】県北ロイヤルズ 

4 �8 �豊玉壮年野球部 0－1【－】轟壮年クラブ（北高） �12 �16 �上県トンボ 

2－7【－】メンフツズ福江 �21 �25 �美津島ニューベアーズ 

5 �9 �豊玉壮年野球部 �13 �17 �美津島ニューベアーズ � � �4－2【ニ】県北ロイヤルズ 

2－3【ニ】佐世保西海クラブ・ ���ト2【－】おじんクラブ（平戸） ���8－1【準】コーカスクラブ（長崎） ト0【決】上五島BKH 

6 �10 �上対馬北斗クラブ 2－9【－】北松壮年（県北） �14 �18 �厳原壮年ブラボー 

0－2【－】コーカスクラブ �22 �26 �上対馬北斗クラブ ト8【ニ】轟壮年クラブ（諌早） 

7 �11 �豊玉壮年クラブ 0－2【ニ】佐世保西海クラブ �15 �19 �上対馬北斗クラブ 

7－0【二】大村市役所壮年 ト8【準】波佐見フェニックス �21大会参加　健勝1回 
8 �12 �美津島ニューベアーズ 

4－3【二】波佐見名球会（東彼杵） �16 �20 �美津島ニューベアーズ �g勝20敗　準優勝　2回 

0－8【準】メンフツズ福江 ���2－3【ニ】松浦壮年クラブ �ベスト4　3回 



第23回長崎県成年軟式野球大会 スポーツガーデン

9／27（日）　…　9／26（土）

【－回戦】　Å1　　六回時間切れ

轟壮年クラブ
佐世保西海クラ

【一回戦】　　81

大村市役所

松浦壮年野球クラブ

波佐見フェニックス

福江クラブ

【二回執】　82

美津島ニューベアーズ 1000000

上五島BKH 001001X

県北ロイヤル

【ニ回戦】　83　　　六回時間切れ

長崎市役所
大村市役所

【準決勝】　　　　トl二に】四l五l珂七tN刈 �毒十 
上五島BKH　川1010川1010川tl �0 

長崎市役所　】21010川10川lxl暮1 �三 

【決勝】 � � �－ �四 �五 �大 �七 �八 �九 �計 

長崎市役所 �0 �0 �0 �0 �1 �0 �0 � � �1 

福江クラブ �頂 �0 �1 �1 �0 �2 �× � � �5 

福江クラブは、次年度開催の第23回九 ���������州 �成年選 放歌式野球大会
（会期未定・会場は長崎県）の県代表参加資格を得た。

第14回　九州実年軟式野球大会　長崎県予選会 平成27年9月13日（日）

会　場　大村市

美津島ニューベアー 0110000

メ　ンフ　ツズ福江 0100000

美津島ニューベアー

佐世保西海クラブ
五回コールドゲーム

大　村　市　役　所

ヨシイスポーツ実年

大　村　市　役　所

ヤンキース野球クラブ

五回時間切れ

五回時間切れ

第14回　九州実年軟式野球大会 �会■ �平成27年 �A コ貫 �A：長崎県営ビッグN　　　　C：諌早市営野球場 期 �11／21～22 �場 �B：市営かきどまり野球場　　D：長崎商業高校野球場 

久留米ファイブオー　　福岡　　　　3 

巨美津島ニューベアーズ　長崎 �i　　4　　0 

トウヤクラブ58　　　熊本　　　　0　　8　7 

萬洋クラブ　　　　大分　　　　2 

唐津実年クラブ佐賀　9 糸満OB実年沖縄　441 都城大洋フレイア宮崎13 出水真鶴クラブ鹿児島8 ���5 0 

千徳酒造野球倶楽部宮崎　2 TEAM八代　熊本10 位責名球会　佐貫14日1 

大村市役所　　長嶋を　　0 

南洋クラブOB　　大分　宕′　　昏 

川辺クラブ　　　鹿児島　　　0　　3 ��ヰ 

秋吉整形外科クラブ08　福岡　　　　3　　0 

名護ベースボールクラブ　沖縄　　　1 

久留米ファイブオー �1200000 �3 

美津島ニューベアーズ �300001X �4 

蔦洋クラブ �0101000 �2 

トウヤクラブ50 �0000000 �0 

唐津実年クラブ �0001530 �○ 

糸満OB実年 �0211000 �4 

出水真鶴クラブ �01007 �8 

都城大洋プレイア �10000 �1 

千徳酒造野球倶楽部 �2000000 �2 

TEAM八代 �0010000 �1 

大村市役所 �00000 �0 

佐賀名球会 �引70X �14 

川辺クラブ �0000000 �0 

南洋クラブOB �010301X �5 

秋吉整形外科クラブOB �0100200 �3 

名護ベースボールクラブ �0010000 �1 

萬洋クラブ �32102 �8 

美津島ニューベアーズ �00000 �0 

出水真鶴クラブ �100020000 �3 

唐津実年クラブ �010100101 �4 

佐賀名球会 �3000035 �11 

千徳酒造野球倶楽部 �0000000 �0 

秋吉整形外科クラブOB �0000000 �0 

南洋クラブOB �000102X �3 

【準決勝戦】　　　　　　　　　　　　【準決勝戦】

唐津実年クラブ �0001000 �1 

萬洋クラブ �105010X �7 

佐賀名球会 �0010000 �1 

南洋クラブOB �310000X �4 

蔦洋クラブ �0003002 �5 

南洋クラブOB �∝胎0000 �0 
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へ


