
　昭和21年８月に全日本年式野球連盟が創立され同年11月 　第２回大会から全支部代表チーム参加の都道府県対抗の

に京都を中心に第１回国民体育大会秋季大会が開催。軟式野 全国大会として国体とは別個に開催され、長崎県代表の山

球競技は全国16ブロック(九州は北と南)代表16チーム(佐賀 領組(佐世保)が優勝。第３回大会で天皇杯が下賜されて軟

と大分)参加で行なわれ第１回全日本軟式野球大会を兼ねた。 式野球界における最も権威のある大会となった。

回 年 回 年

1 21 18 38

2 22

19 39

20 40

3 23 21 41

4 24 22 42

5 25 23 43

24 44

6 26 25 45

7 27 26 46

27 47

28 48

29 49

8 28

30 50

9 29

10 30

31 51

11 31

32 52

12 32 33 53

13 33

14 34 34 54

15 35 35 55

16 36 36 56

17 37 37 57

【一】 1-3 十一屋酒造(山梨)

【二】 0-1 中筋組グループ(島根)

北海道 親 和 銀 行⑨

【一】 3-0 武田薬品清水(静岡)

群　馬 親 和 銀 行⑩

【二】 0-2 本田技研鈴鹿(三重)

栃　木 親 和 銀 行⑧

【二】 0-1 千葉相互銀行(千葉)＝優勝

秋　田 三菱重工長崎④
【一】 4-1 十和田信用金庫(青森)

静　岡 親 和 銀 行⑦
【一】 6-0 専売東北支社(宮城)

【二】 5-3 安来ビクトリーズ(島根)

【三】 3-2 東芝三重(三重)

1-0 ピノチオ(京都)

【二】 3-1 昭和電工富山(富山)

【準】 1-0 西部瓦斯(福岡)

開催地

京　都

東　京 山　領　組
【一】 9-0 鶴岡クラブ(山形)

【準々】

第１回国体(16チーム)に長崎県からの出場なし

県　代　表　チ　ー　ム　と　戦　績

【三】 2-0 菊水クラブ(東京)

谷村LCクラブ(山梨)

大　阪 谷　　　畑
【一】 1-0 鈴木特殊ガラス(福島)

【二】 1-3 川南造船(佐賀)

【決】 6-0(優勝)

福　岡 下 川 商 事

【二】 8-0 東野クラブ(栃木)

【三】

【二】 4-0 府中刑務所(東京)

0-1 若松港運(福岡)

愛　知 川 南 造 船
【一】 1-0 青森県庁(青森)

日鉱御橋炭鉱
【一】 3-0 日本石油(秋田)

【準々】 2-0 大孫起毛(愛知)

【三】 0-1 和染工業(和歌山)

長　野 西重長崎造船所
【一】 6-15 日本カーバイト(富山)

小倉製鋼(福岡)

山　形 住友潜龍鉱業所

【一】 0-2 日清紡富山工場(富山)

【三】 4-1 大垣市役所(岐阜)

【三位】 1-2(第四位)

【二】 1-0 滋賀刑務所(滋賀)

【準】 0-1 豊多摩刑務所(埼玉)＝優勝

大　分

【準々】 2-3 東圧彦島鉱業所(山口)

和歌山 住友潜龍鉱業所
【一】 5-0 信越化学(福井)

【三】

徳　島 日鉄北松鉱業所
【一】 5-1 金沢クラウン(石川)

【二】

5-3 千葉相互銀行(千葉)

【二】 6-1 全橋本(開催地)

2-3 ビクターオート(埼玉)

静　岡 長崎刑務所
【一】 0-2 島田実業(開催地)

広　島 日鉄北松御橋
【一】 1-0 日立金属桑名(三重)

【二】 0-1 竹田病院(福島)

岐　阜 日鉄北松御橋
【二】 1-0 相互車輛(京都)

【三】

【一】 1-2 新潟市水道局(新潟)

京　都 九州電気工事

【一】 8-4 住友弥生炭鉱(北海道)

【二】

神奈川 長 崎 澱 粉
【一】 0-2 日本鋼管川崎(開催地)

0-1 野田合板(静岡)

大　阪 西肥自動車

千　葉 日本冷熱工業
【一】 2-1 常磐茨城鉱業所(茨城)

【二】 0-1 ブラザーミシン(愛知)

群　馬 西肥自動車
【一】 0-1 昭和石油四日市(三重)

3-4 帝人名古屋(愛知)

兵　庫 九州電工佐世保
【一】 2-0 日置電機KK(長野)

【二】

岡　山 佐世保重工業
【二】 1-0 本州製紙富士(静岡)

【三】 0-11 ヤシカ(長野)＝優勝

岐　阜 三 菱 電 機

【二】 2-0 丸善石油下津(和歌山)

【三】

1-3 神崎製紙富岡(徳島)

奈　良 東芝炉材川棚
【一】 4-2 石川町役場(福島)

【二】 0-5 関ヶ原石材(岐阜)

高　知 松早石油店
【二】 0-1 厚木自動車部品(神奈川)

0-4 西川物産(石川)

鹿児島 三菱長崎造船所①
【一】 1-4 富士重工群馬(群馬)

石　川 親 和 銀 行①
【一】 3-8 常盤交通(福島)

滋　賀 三菱重工長崎②
【一】 0-1 常盤交通自動車(福島)

三　重 三菱重工長崎③
【一】 1-3 千葉相互銀行(千葉)

2-1 三洋電機洲本(兵庫)

栃　木 親 和 銀 行②
【二】 8-10 秋田信用農協連合会

東　京 親 和 銀 行④
【一】 4-1 東芝府中工場(開催地)

【三】

愛　媛 親 和 銀 行③
【二】 2-3 大倉工業(香川)＝優勝

【二】 1-0 金沢電話局(石川)

【準々】 0-4 日本鉱業水島(岡山)

広　島 親 和 銀 行⑤
【一】 7-0

【準】 0-3 ライト工業(東京)＝優勝

(ベスト８)

天皇賜杯全日本軟式野球大会での長崎県チーム戦績表

(ベスト８)

(ベスト４)

開催地 県　代　表　チ　ー　ム　と　戦　績

8-2 和歌山県農協組合連合会【準々】

1-3 岡山機関区(岡山)

長　野 親 和 銀 行⑥
【二】 1-0 富士電機製造㈱東京工場

【三】 5-8 佐久総合病院(開催地)

高崎信用組合(群馬)

【二】
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回 年 回 年

38 58 58 15

39 59 59 16

40 60 60 17

61 18

41 61

62 19

42 62

63 20

43 63 64 21

44 元 65 22

45 2 66 23

46 3 67 24

68 25

47 4 69 26

70 27

48 5

49 6 71 28

50 7 72 29

51 8 73 30

52 9

53 10 74 元

75 2

54 11

55 12

　１回 山領組（第２回）

　なし

　３回 日鉱御橋炭鉱（第11回）

56 13 親和銀行（第33回、第73回）

　５回 親和銀行＝３回

（第30回／第40回／第54回）

住友潜流鉱業所（第11回）

57 14 三菱重工長崎（第55回）

【二】 3-1 福井市役所(福井)

開催地 県　代　表　チ　ー　ム　と　戦　績 開催地 県　代　表　チ　ー　ム　と　戦　績

京　都 ㈱親和銀行⑱

【三】 3-1 国立印刷局小田原(神奈川)

40年ぶり

徳　島 ㈱親和銀行⑳

0-1 パイオニア㈱川越(埼玉)＝優勝

セレスティカジャパン(宮城)

【三】 4-6 旭鋼管工業(埼玉)

【一】 8-3 小松精錬(石川)

0-4 佐藤薬品工業(奈良)

北海道 三菱重工長崎⑧

【三】 7-1 小林記録紙(愛知東)

(ベスト８) 【準々】

(14回)ｾﾝﾄﾗﾙ硝子㈱宇部(山口)

(ベスト８) 【準々】 0-1 テルウェル九州(熊本)

【二】 1-0 松下電工㈱津工場(三重)

【三】 2-0

新　潟 ㈱親和銀行⑲

【一】 3-0 柏崎市役所(開催地)

茨　城 長崎日野自動車

【二】 1-0 徳島県庁(徳島)

【二】 0-2 住友金属鹿島(開催地)

香　川 三菱重工長崎⑥

【一】 1-4 橋本フォーミング工業(群馬)

北海道 親 和 銀 行⑮

【一】 1-0 日東建設㈱(山梨)

【三】

【三】 0-1 (12回)大阪市信用金庫＝優勝

福　井 三菱重工長崎⑤

福　岡 三菱重工長崎⑨

【一】 0-1 専売関東工場(栃木)

熊　本

(ベスト８)

広　島 親 和 銀 行⑫

福　島 長崎県経済連

【一】 1-4 千葉銀行(千葉)

愛　知 親 和 銀 行⑬

【一】 2-8 動燃東海(茨城)

【一】 1-2

パイオニア㈱川越(埼玉)

【二】 2-0 東京アルプス古川(宮城)

宮　城 アイケン医院マッスルズ②

みちのく銀行(青森)

親 和 銀 行⑪

【一】 2-0 富士電機東京工場(東京A)

【一】 1-9

【準々】 2-5 佐久総合病院(長野)＝優勝

鳥　取 ソニーセミコンダクタ九州

【三】 6-5 南幌町役場(北海道南)

【一】

【二】 4-2

大阪市信用金庫＝優勝

【三】 3-4 中筋グループ野球部(島根)

大　分 ㈱親和銀行㉑

【一】 4-1 越谷市役所(埼玉)

滋　賀 愛健会アイケン医院　③

【二】 8-3 瀬川工業㈱(開催地)

【一】 0-1

【一】 1-0 日立厚木(神奈川)

【二】 0-3 ＳＥＣカーボン(京都)

和歌山 親 和 銀 行⑭

石　川 ㈱親和銀行㉒

【二】 0-1 三洋電機㈱洲本(兵庫)

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)

【二】 8-0 八戸信用金庫(青森)

岩　手 ㈱親和銀行㉔

沖　縄 ㈱親和銀行㉕

埼　玉 三菱重工長崎⑩

【一】 2-3 信越化学武生工場(福井)

【一】 0-5 常陽銀行(茨城)

【二】 0-5 ＳＥＣカーボン(京都)

1-3 サンクス(愛知)＝優勝５連覇

島　根 三菱重工長崎⑪

【一】 2-3 佐藤薬品工業(奈良)

【二】 0-1 北陸ガス(新潟)

東　京 ＪＡ長崎経済連② 愛　媛 三菱重工長崎⑫

【一】 6-1 富士通アイソテック(福島) 【一】 0-8 ドウシシャ(大阪第一)

三　重 三菱重工長崎⑬【二】 0-5 日本電気㈱山梨工場(山梨)

【二】 1-2 (15回)㈱キャプティ(東京第1)

ＪＡ長崎経済連③ 【一】 5-1 青樹会(滋賀)

【一】 3-5 ＪＴ高崎(群馬)

北海道 ㈱親和銀行㉖宮　崎 ＪＡ長崎経済連④

富　山

岐　阜 親 和 銀 行⑯

【二】 3-0 三井金属彦島(開催地)

兵　庫 三菱重工長崎⑭

【一】 1-2 ＪＡあきた経済連(秋田)

旭山倶楽部(北海道・北)【二】 1-0

山　口 三菱重工長崎⑦

【一】 0-4 グローリー(兵庫)

【三】 2-4 静岡ガス(静岡)

山　形 ㈱親和銀行㉗

【一】 9-1 ＪＡ長野厚生連病院(長野)

【二】 4-5 ＪＴ高崎(群馬)

【三】 0-4 岡谷市役所(長野)

【二】 1-0 佐藤薬品工業株式会社(奈良)

大森石油(愛知西)

【準々】 4-0 医療法人　田中病院(宮崎)

【一】 0-1 ＪＴ高崎(群馬) (ベスト４)

高　知 アイケン医院マッスルズ

株式会社　京葉銀行(千葉)

青　森 親 和 銀 行⑰

優　 勝
準 優勝

ベスト４

ベスト８

【二】 2-3 青樹会病院(滋賀)

【準】 0-5

長　野 ㈱親和銀行㉘

【一】 1-2 コマニー株式会社(石川)

岡　山

【一】 2-1
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長　崎 佐世保 諫　早 大　村 島　原 平　戸 松　浦 福　江

元 三菱重工②③④⑤ 親和銀行②③④● 大宰府クラブ 大村市役所 安中クラブ 平戸クラブ 菊池病院 三井楽クラブ

県経済連②③● 市水道局　● ● ②● ● ● ①● ②●

2 県共済連②③● 親和銀行②③④⑤ 諫早クラブ 中村クラブ 安中クラブ 島クラブ 今福メッツ 福江球友会

三菱重工　● 市水道局　②● ● ● ● ①● ②● ●

3 三菱重工②③● 親和銀行②③④⑤ ソニー長崎 中村クラブ 不参加 島クラブ 中興化成工業 福江ビクトリー

県共済連②③● 西海ク　②③④● ①● ● （火砕流） ● ②● ●

4 経済連②③④⑤ 親和銀行　②③● ソニー長崎 ペガサス 不参加 島クラブ 松浦市役所 ＪＡ福江

共済連　①②● 西海クラブ　● ②● ● （火砕流） ● ● ●

5 経済連②③④⑤ 親和銀行　②③● ソニー長崎 大村市役所 安中クラブ 平戸クラブ ニュースターズ 三井楽クラブ

共済連②③④● 市役所　①● ②● ● 棄権● ①● ● ●

6 経済連②③④⑤ 海自造修所　①● ソニー長崎 大村市役所 島原市役所 平戸クラブ 中興化成工業 富江クラブ

共済連②③④● 佐世保ク　②● ②③● ● ● ● ● ②●

7 重工①②③④⑤ 親和銀行②③④● ソニー　①②③● 中村クラブ 安中クラブ 島クラブ 御厨ベイスターズ 富江クラブ

西部ガス②③● 佐世保ク　②● 諫早信用金庫　● ● ● ● ● ②棄権●

8 重工　②③④● 親和銀行②③④⑤ ソニー　②③● 中村クラブ トンネルズ 平戸クラブ 開発電気 三井楽クラブ

共済連　①②● 　番クラブ　● 千住ｽﾎﾟｰﾂ店　● ①● ● ● ● ●

9 三菱重工①②● 親和銀行②③④⑤ ソニー　②③④● ＴＥＡＭ橋口 安中クラブ 島クラブ 中興化成工業 富江クラブ

西部ガス②③● ｱｲｹﾝ 不戦②③● ﾖｼｲｽﾎﾟｰﾂ　①②● ● ● ● ①● ☂順延棄権●

10 三菱重工②③● ｱｲｹﾝ ②③④⑤ ソニー　②③④● 不参加 島原市役所第三 平戸クラブ 松浦市役所

西部ガス②③● 佐世保ク　②● 諫早信用金庫　● （対馬開催) ● ● 不戦①●

11 三菱重工②③④● 親和銀行②③④⑤ 諫早信用金庫②● 大村市役所 トンネルズ 平戸クラブ 松浦市役所 富江クラブ

三菱自販①②③● ｱｲｹﾝ医院①②● 大宰府クラブ　● ● ● ● ● ●

12 重工　②③④⑤ 親銀①②③④● たちばな①②③● ＴＥＡＭ橋口 トンネルズ 平戸クラブ 松浦市役所 福江球友会

長崎市役所　● 市水道局　②③● ソニー　②③● ②● ● ● ● ②●

13 九電長崎支店②● 親銀　①②③④⑤ ソニー　②③④● 大村市役所 安中クラブ 平戸クラブ 松浦市役所 富江クラブ

西九州三菱自販● ｱｲｹﾝ医院①②③● たちばな信金②● ①②③● ● ● ②● ●

14 重工①②③④⑤ 親和銀行②③④● ソニー①②③④● 大村市役所 新星クラブ 平戸クラブ 中興化成工業 福江球友会

長崎市役所　● ｱｲｹﾝ医院②③● たちばな信金②● ● ①● ● ● 棄権●

15 三菱重工 ②③● 親和銀行②③④⑤ ソニー①②③④❺ 中村クラブ 安中クラブ 西龍クラブ 中興化成工業 福江ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｰ

県支払基金 ②● ｱｲｹﾝ医院②③● たちばな ②● ☂順延棄権● ☂順延棄権● ● ● ☂順延棄権●

16 全農県本部　②● ｱｲｹﾝ②③④⑤ ソニー①②③④❺ 大村市役所 新星クラブ 西龍クラブ 松浦市役所 福江市役所

西部ガス長崎　● 親和銀行　②● たちばな①②③● ● ● ● ①● ●

17 三菱重工　②③● ｱｲｹﾝ ②③④❺ ｿﾆｰ②③④⑤ 大村市役所 新星クラブ 西龍クラブ 松浦市役所 奈留野球クラブ

この年より１チーム 親和銀行　②③● 松石電設　● ①● ● ①● ● ②●

18 三菱重工長崎 ｱｲｹﾝ②③④⑤ ソニー九州②③● ブルーエンジェル 有明クラブ 平戸クラブ 御厨ベイスターズ 富江クラブ

②③● 親和銀行②③④❺ たちばな信金②● ● ● ● ②● ②●

19 三菱重工長崎 親銀①②③④⑤ ソニー九州②③● ＴＥＡＭ橋口 島原市役所 平戸クラブ 御厨ベイスターズ 三井楽クラブ

②● ｱｲｹﾝ医院②③④❺ 轟クラブ　● ● ②● ①● ● ●

20 三菱重工長崎 親和銀行　②③● ｿﾆｰ九州②③④❺ 中村クラブ 島原市役所 ＡＬＬ生月 中興化成工業 富江クラブ

②③④⑤ ｱｲｹﾝ医院 ②③● 森山ｸﾗﾌﾞ②棄権● 不戦①棄権● ①● ● ● ●

21 三菱重工長崎 親和銀行②③④⑤ JF長崎漁連②③● ㈱南原 島原市役所 ＡＬＬ生月 松浦市役所 福江ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｰ

②③④❺ ｱｲｹﾝ医院①②③● 小長井クラブ　● ● ● ②● ②● ●

22 三菱重工長崎 親和銀行①②③④ たちばな ①②● ㈱南原 島原トータス ＡＬＬ生月 松浦ベイスターズ 福江球友会

①②● アイケン医院　● この年より１チーム ①②③④❺ ● ①● 不戦① ☂順延棄権● ① ☂順延棄権●

23 三菱重工長崎 親和銀行①②③④ ビッグスター ㈱南原 島原市役所 ＡＬＬ生月 御厨ベイスターズ 福江ﾄﾞﾘｰﾑｽﾀｰ

①②● ｱｲｹﾝ医院①②③❹ ● 不戦①②● ● ①● ①● ☂順延棄権●

24 長崎三菱自販 親和銀行①②③④ 轟クラブ 大村市役所 島原ＷaterＳeven ＦＬＹ　ＦＩＳＨ 御厨クラブ 富江クラブ

①②● 愛健医院①②③❹ ● ①● ①● 棄権● ● ●

25 重工②③④⑤ 親和②③④❺ JF長崎漁連野球部 TEAM橋口①②● 島原ＷaterＳeven ＦＬＹ　ＦＩＳＨ 松浦ベイスターズ 錨

支払基金クラブ②● ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰｲｽﾋﾟﾘｯﾂ②③● ● 南原ク　②③● ● ● ● ●

26 重工②③④⑤ 親和②③④❺ 野球屋吉井クラブ 大村市役所①②● Ｂｅａｍｓ 西龍クラブ アペックス 富江クラブ

九電長崎支店②● 愛健②③●/西海ｸ● ● 南原ク　● ● ● ● ①●

27 三菱重工長崎 親和銀行①②③❹ たちばな信用金庫 南原クラブ Ｓ・Ｊ 西龍クラブ 松浦まーくんず 富江クラブ

①②③④ 愛健医院 ①● ①②● ①②● ①● ● ● ●

28 三菱重工長崎①● 親和銀行①②③④ JF長崎漁連野球部 南原クラブ 有明クラブ ＡＬＬ生月 アペックス 富江クラブ

西部ガス長崎①● 愛健医院①②③● ①②● ①②● ● ● ①● ●

29 重工②③④⑤ 親和銀行②③④❺ JF漁連　②③● 南原クラブ　● Ｓ・Ｃ 西龍クラブ 松浦ベイスターズ 富江クラブ

長崎三菱自販　● 西海クラブ　● たちばな信金②● ﾌﾞﾙｰｴﾝｼﾞｪﾙ ①● ● ● ②● ●

30 重工 ②③④● 親和銀行②③④⑤ JF漁連　● 南原クラブ　● Ｂｅａｍｓ 西龍クラブ 松浦ベイスターズ

ユニバース ②● ケンズ　● ＪＦながさき　● ﾌﾞﾙｰｴﾝｼﾞｪﾙ ①②● ● ②● ●

元 三菱重工長崎 親和銀行　③④⑤ 森山クラブ 大村市役所 島原トータス 不参加 松浦市役所 不参加

①②● 市役所　①● ● ● ● （対馬開催) ● （対馬開催)

平成元年以降の天皇賜杯全日本大会長崎県予選会の支部別代表チーム勝敗表 （赤文字は優勝）

抽選後に棄権

不参加
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東彼杵 西彼杵(西海) 南高来(県南) 北高来 県　北 上五島 壱　岐 対　馬

元 ホワイトスターズ 大瀬戸クラブ 有明町クラブ 小長井クラブ 生月体協 箱崎クラブ 厳原ワイズ

● ②③● ● ● ②● ● ②●

2 鴻ﾉ巣クラブ 池島鉱業所 小浜クラブ 轟クラブ 吉井クラブ ファイヤーバード 田河東海 美津島ﾏｰｼｬﾙｽﾞ

● ● ②③● ①● ②● ②● ● ②③④●

3 鴻ﾉ巣クラブ 大瀬戸クラブ 吾妻町体協 小長井クラブ 生月体協 舛田グループ 壱岐クラブ 厳原ワイズ

● ● ②● ● ● ②● ● ②●

4 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ 大瀬戸クラブ 吾妻町体協 轟クラブ 生月体協 奈良尾クラブ 壱岐ユニオンズ 豊玉町野球部

● ● ● ②③④● ②● ②● ● ②③●

5 彼杵スラッガーズ 大瀬戸クラブ 南串野球部 轟クラブ 生月体協 舛田グループ 九電壱岐 美津島ポパイ●

②● ②● ②● ②● ②③● ● ● 上対馬ﾗｲｵﾝｽﾞ●

6 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ オランダ村 千々石町野球部 轟クラブ 生月体協 奈良尾クラブ 厳原ワイズ●

● ● ● ①②③● ②● ②● 美津島ﾏｰｼｬﾙｽﾞ●

7 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ ハウステンボス 国見野球クラブ 轟クラブ 鹿町バンビーズ 奈良尾クラブ 箱崎クラブ 厳原ワイズ●

①②● ● ①● ①棄権● ● ● ● 豊玉町野球部●

8 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ 松島炭鉱池島 国見野球クラブ 轟クラブ 生月体協 舛田グループ 東海クラブ 上対馬クラブ●

②● 不戦①● ☂順延棄権● ①②③● ● ②● ☂順延棄権● 上対馬メッツ順延棄権

9 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ 西海棒球団 有明町クラブ 轟クラブ ウィングス 若松クラブ 東海クラブ 厳原レパーズ②●

● ①● ● ②● ● ☂順延棄権● ☂順延棄権● 峰ファイターズ●

10 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ ハウステンボス 国見野球クラブ 不参加 アリアケジャパン 不参加 石田ジャガース

● ● ● （対馬開催) ● （対馬開催) ●

11 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ 西海棒球団 千々石町野球部 森山クラブ 全田平 舛田グループ 勝本北星 豊玉町野球部②●

②● ①● ①● ● ● ②③● ● 美津島ﾏｰｼｬﾙｽﾞ●

12 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ 西海棒球団 千々石町野球部 轟クラブ 鹿町バンビーズ 舛田グループ 東海クラブ 峰ファイターズ●

②● ②● ● ● ● ● ● 上対馬クラブ●

13 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ 西海棒球団 国見野球クラブ 飯盛クラブ 小値賀町体協 上五島部ローズ 箱崎クラブ 厳原マリナーズ②●

● ● ● ①● ● ● ● 美津島ホークス●

14 波佐見クラブﾞ 西海棒球団 国見野球クラブ 飯盛クラブ 全田平 上五島パジャーズ 郷ノ浦ヤンキース 厳原マリナーズ●

①②● ● ②● ● ②● ● ● 美津島クラブ●

15 波佐見鴻ﾉ巣ｸﾗﾌﾞ 西海棒球団 国見野球クラブ 小長井クラブ オール江迎 舛田グループ 厳原レパーズ●

②● ● 不戦①● ● ①● ● 上県ｱｽﾚﾁｯｸｽ順延棄権●

16 彼杵スラッガーズ 西海ＢＯＷＳ 吾妻町体協野球部 小長井クラブ 生月体協 若松クラブ 箱崎クラブ 上対馬メッツ●

● ● ①②③● ● ②● ● ①棄権● 厳原ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰｽ●

17 波佐見ローズ 西海棒球団 千々石町野球ｸﾗﾌﾞ 福島クラブ 上五島クラブ 箱崎クラブ 厳原ファイターズ①●

● ● ①②③● ● ● ● 厳原NYﾋﾞｰﾝｽﾞ●

18 波佐見クラブ 池島 西有家クラブ 鹿町バンビーズ 舛田グループ 厳原ﾏﾘﾅｰｽﾞ②●

● ● ①● ● ● 上対馬クラブ ●

19 彼杵スラッガーズ 西海棒球団 南有馬クラブ オール江迎 奈良尾クラブ 石田ジャガーズ 厳原ﾏﾘﾅｰｽﾞ ●

②③● ● ②● ②● ● ● 上対馬メッツ ●

20 彼杵スラッガーズ 大島ファイターズ 南串野球部 アリアケジャパン 舛田グループ 勝本北星 厳原ﾏﾘﾅｰｽﾞ ●

②● ● ● ● ②● 棄権● この年より１チーム

21 彼杵スラッガーズ 池島クラブ 国見野球クラブ 鹿町バンビーズ 上五島クラブ 箱崎クラブ 厳原マリナーズ

②● ● ● ● ● ②● ●

22 波佐見ﾎﾜｲﾄｽﾀｰｽﾞ 池島クラブ 松尾総業野球ｸﾗﾌﾞ 鹿町バンビーズ 舛田グループ 東海クラブ 厳原マリナーズ

● ● ① ☂順延棄権● ● ● 棄権● ●

23 彼杵スラッガーズ 大瀬戸ドリームス 松尾総業野球ｸﾗﾌﾞ グランドスラム 舛田グループ 勝本北星 厳原マリナーズ

● ☂順延棄権● 不戦①● ● ①● ☂順延棄権● ●

24 彼杵スラッガーズ 大瀬戸ドリームス 南串野球部 グランドスラム 上五島クラブ 東海クラブ 制覇クラブ

● ①☂順延棄権● ● ● ● ①②棄権● ① ☂順延棄権●

25 彼杵スラッガーズ 大島造船所 愛野野球クラブ アリアケジャパン 上五島ブローズ 東海クラブ 厳原マリナーズ

● ● ● ①● ②● ● ②●

26 長崎サニクリーン 大島造船所 くらぶあづま アリアケジャパン 舛田グループ 箱崎クラブ 制覇クラブ

②● ● ● ②③● ②● ● ①●

27 長崎サニクリーン 大島造船所 加津佐タイガース アリアケジャパン 舛田グループ 東海クラブ 制覇クラブ

①● ● ● ①● ● ● ●

28 長崎サニクリーン くらぶあづま グランドスラム 舛田グループ 東海クラブ 制覇クラブ

● ● ● ● ①● ●

29 長崎サニクリーン ＪＰＯＷＲ松島 加津佐タイガース ナインズ 舛田グループ 箱崎クラブ 制覇クラブ

①②● ①● ● ● ②● ②③● ●

30 長崎サニクリーン 西彼オーシャンズ くらぶあづま ナインズ 舛田グループ 箱崎クラブ 厳原マリナーズ

②③● ②③● ● ● ● ②● ①●

元 長崎サニクリーン 不参加 くらぶあづま アリアケジャパン 舛田グループ 勝本北星 制覇①②●

①②③● （対馬開催) ● 不戦①● 棄権● ①● 豊玉町①●ﾏﾘﾅｰｽﾞ●

支
部
消
滅
（

諫
早
支
部
に
吸
収
）

平成元年以降の天皇賜杯全日本大会長崎県予選会の支部別代表チーム勝敗表　（２）

４チーム参加
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　昭和21年に始まった国体軟式野球競技会は全国16ブロ 　第24回は長崎県開催で準硬式(10回～29回まで)もブロッ

ック代表が参加。第５回から九州枠は３となり九州開催年 ク予選を経ずに本国体に初出場した。

は開催地含む４県参加の年もあり､23回大会からは西九州 　昭和56年に九州ミニ国体が始まり、沖縄含む九州８県で

予選で佐賀県と一騎打ちとなった。 国体４枠の出場権を争うことになった。

回 年 回 年
10 30 28 48

13 33 29 49

17 37 30 50

21 41 33 53

24 44 34 54

35 55

39 59

25 45

40 60

26 46

42 62

27 47

  62年沖縄大会で一巡した国体は第43回京都国体から成年 32チームとなり。成年の部は廃止された。

の部が１部と２部に分けられ、翌年(H元年)北海道国体から 　長崎県では第63回大分国体より26年長崎がんばらんば

１部が28から16チームに２部も16チーム。この年から始 国体まで７年間『長崎県選抜』チームを編成し、四度の本

まった壮年の部は12チーム参加と一新され、３部とも九州 国体出場を果たし所期の目的は達成したとして、平成27年　

枠は２で九州８県ミニ国体で２勝と本国体が狭き門となる。 からチームで予選会を行なう方式とした。

　第50回国体から支部内登録に関係なく補強等を含めた選 63 20

抜チーム編成ができるようになり、平成11年に成年１部が

一般Ａ､２部が一般Ｂ､壮年が成年の部と呼称変更があった。

　だが､長崎県勢は親和銀行が四度の本国体出場を果たした 65 22

のみで他２部門では20年間に一度も本国体を踏めなかった。 68 25

　知事会要望で第63回大分国体から参加人員が削減される

ことになり３部門が１部門に。一般ＡとＢが統合され一般

43 63

69 26

46 3

72 29

50 7

73 30

74 元

57 14

富　山 住友潜龍鉱業所

【二】 0-4 (愛媛)住友化学工業

国民体育大会・軟式野球競技会での長崎県チーム戦績表

開催地

神奈川 長崎刑務所

【一】 0-2 (福島)郡山日東紡

茨　城 松早石油店

【一】 1-2 (青森)八戸魚市場

千　葉 親和銀行③

【一】 0-2 (長野)帝国通信赤穂

開催地 県　代　表　チ　ー　ム　と　戦　績

大　分 藤岡石油店

【一】 0-1 (三重)東芝三重工場

岡　山 西肥自動車

【一】 3-5 (茨城)日立製作所

【三位】 0-3 (静岡)静岡瓦斯

長　崎 三菱重工長崎

【一】 1-0 (岐阜)関ヶ原石材

【準】

【準々】 1-0 (群馬)大和設備工事

0-1 (神奈川)厚木自動車部品

【二】 2-1 (石川)金沢電話局

岩　手 親和銀行

【一】 2-1 (山形)山形新聞社

【準】

(準硬式)長崎県庁

【二】 0-2 (愛知)名古屋相互銀行

【準々】 2-1 (京都)京都市消防局

1-3 (長野)諏訪精工舎

【二】 1-0 (群馬)大和設備工事

【三位】 0-1 (神奈川)厚木自動車部品

鹿児島 三菱重工長崎②

【一】 1-3 (秋田)秋田信用農協連合会

和歌山 親和銀行

【一】 10-0 (岩手)盛岡信用金庫

【二】 1-2 (石川)金沢市役所

長　野 親和銀行⑤

【一】 2-4 (福島)竹田病院野球クラブ

三　重 親和銀行④

【一】 3-4 (群馬)新町役場

【二】 2-0 (群馬)東京三洋電機

宮　崎 長崎日野自動車

【一】 4-1 (福井)福井市役所

【準】 0-6 (千葉)千葉相互銀行ベスト８

奈　良 三菱重工長崎③

【一】 3-2 (千葉)㈱千葉銀行

【二】

栃　木 長崎日野自動車②

【一】 2-3 (茨城)住友金属鹿島

1-2 (北海道)士別市役所

鳥　取 親和銀行⑥

【一】 4-0 (石川)日本たばこ金沢

【準】 3-2 (東京)ライト工業

沖　縄 親和銀行⑦

【一】 1-3 (山梨)日本電気山梨工場

0-5 (鳥取)三洋電機鳥取

【準々】 4-0 (奈良)佐藤薬品工業
準
優
勝

【二】 8-0 (徳島)ＮＴＴ徳島

【決】

第
三
位

京　都 親和銀行⑧

【一】 4-0 (山形)東北パイオニア

【準】 0-4 (宮崎)浩洋会田中病院

【一】 1-5 (高知)旭食品

【二】 4-1 (福島)橋本フォーミング工業

【決】

準
優
勝

福　島 親和銀行⑩

【一】 1-0 (石川)北國銀行

【準】 2-1 (奈良)佐藤薬品工業

大　分 長崎県選抜

【一】 4-2 (栃木)富士通㈱小山工場

【二】

0-2 (大阪)大阪市信用金庫

高　知 親和銀行⑪

石　川 親和銀行⑨

【一】 1-2 (石川)ＪＴ金沢

4-2 (山梨)日本電気山梨工場

【準々】 2-1 (長野)植野陶器クラブ

【二】 3-1 (京都)光工業クラブ

【三位】

2-1 (山口)ｾﾝﾄﾗﾙ硝子㈱宇部工場

【準】

2-3 (大分)オール大分

千　葉 【一】 3-4 (福井)セーレン㈱

【一】 3-4 12回(宮城)宮城第一信用金庫

1-2 (北海道)六花亭

【準々】 1-0 (千葉)㈱京葉銀行

【二】 3-1 (滋賀)青樹会

【三位】

【準】 0-4 (埼玉)旭鋼管㈱

県　代　表　チ　ー　ム　と　戦　績

第
四
位

第
四
位

愛　媛 三菱重工長崎④

第
四
位

長　崎 【一】 2-1 (静岡)静岡ガス㈱

準
優
勝

【準々】 6-1 (石川)コマニー㈱

2-1 (奈良)佐藤薬品工業

【二】 2-1 (山形)公徳会佐藤病院

【決】 0-1 (大阪)大阪市信用金庫

東　京 【一】

【一】 2-1 (島根)中筋グループ

【二】 0-1 沖縄選抜

福　井 三菱重工長崎⑤

【一】 3-1 (神奈川)日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ厚木

【二】 0-2 (鹿児島)鹿児島相互信用金庫

茨　城 三菱重工長崎⑥
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回 年  第１回(H23) 三菱重工長崎 ①❷

1 9 アイケン医院 ❶

 第２回(H24) 親和銀行 ①❷

2 10 南原クラブ ❶

 第３回(H25) 愛健医院 ❶

南原クラブ ❶

3 11  第４回(H26) 愛健医院 ①②③④優勝

4 12 親和銀行 ①②③❹準優勝

5 13  第５回(H27) 親和銀行 ①②③④優勝

三菱重工長崎 ❶

6 14 愛健医院(推薦) ❶

7 15  第６回(H28)親和銀行(推薦) ①②③④優勝

8 16 三菱重工長崎 ①❷

南原クラブ ❶

9 17  第７回(H29) 三菱重工長崎 ❶

10 18 ＪＦ長崎漁連野球部 ❶

 第８回(H30) 親和銀行 ①❷

11 19 三菱重工長崎 ❶

 第９回(R元) 三菱重工長崎 ②③④❺準優勝

12 20 親和銀行 ❷

13 21

14 22

15 23

16 24

17 25 親和銀行＝開催地枠で出場

18 26 　【二】7-1 秋山工業倶楽部(愛媛)

19 27 【準々】6-2 養和会(鳥取)

20 28 　【準】1-0 大阪シティ信用金庫(大阪)

　【決】1-2 佐川印刷株式会社(京都)

21 29 三菱重工長崎

　【二】5-0 岡山ガス株式会社(岡山)

【準々】3-1 ㈱戸高鉱業社(大分)

22 30 　【準】0-6 佐川印刷株式会社(京都)

南原クラブ＝開催地枠で出場

23 元 　【一】0-2 ハカタ貨物(高知)

回 34 39

7

11

12

13

14 35

15

40

16 36

17

18

19

24 37 41

38

41

平成９年(第20回)より各県２チームが九州大会へ

12 中興化成工業

２年 10 三菱重工長崎

２５年

８年 8 親和銀行 準優勝

７年 6 8-1

12-5 鹿児島相互信用金庫

3-5 沖縄ゼネラルくすぶるず

親和銀行 5-1 (医)松籟会(佐賀)２９年

三菱重工長崎

三愛ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ(佐賀)

くんじゃん(沖縄)

熊本赤十字病院

福岡サニクリーン

熊本赤十字病院

4-1 福岡銀行

1-3 田中病院(宮崎)

大分銀行＝優勝0-6

2-3

準優勝

親和銀行 1-4

元年 親和銀行 2-1

ホンダ熊本

3-2 福岡サニクリーン

三菱重工長崎

4-3 くんじゃん(沖縄)

1-0

2-3 鶴崎海運（大分）

２８年 親和銀行 5-1 JX日鉱日石大分

三菱重工長崎 2-1 鹿児島県経済連

鹿児島相互信用金庫

優勝 3-0 田中病院(宮崎)

1-6 大分銀行

3-0 ぎおん祭り(沖縄)

7-2 鶴屋百貨店(熊本)

10-2 糸満プロパン２７年 南原クラブ

59年

愛健医院 1-3 JX日鉱日石大分

11 親和銀行 初優勝

11

２６年 親和銀行 1-2 ホンダ熊本

３年 13 轟クラブ

１３年 親和銀行 優勝④

南原クラブ 2-5 大分銀行

4-5 豊前東芝(福岡)

元年

三菱重工長崎 0-10 大分銀行

準優勝 0-5 大分銀行

親和銀行 優勝③

４年

◆平成４年に最大の14チームが参加◆

三菱重工長崎 4-2 鹿児島県経済連

三菱重工長崎 1-4 ひらまつ病院(佐賀)

ホンダ熊本

北九州サニクリーン

２４年 親和銀行 1-0

沖縄里楽

5-3 (医)松籟会(佐賀)

６年 10 親和銀行

５年 12 親和銀行

14 親和銀行

◆ベスト８◆ 【準々】 0-5 佐藤薬品工業(推薦)＝４連覇

【二】 6-0 ハカタ貨物(高知)

２３年 親和銀行 3-0 熊本赤十字病院(年) 県大会参加数と優勝チーム 九州大会

森自動車野球団(和歌山)

親和銀行 【一】 0-2

高　知 親和銀行 【一】 6-2 (13回)大和ガス(奈良)

佐川急便関西(開催地)大　阪

【二】 0-4 大阪シティ信用金庫

京　都 親和銀行 【一】 2-1

鹿児島 愛健医院 【一】 1-2 (12回)広島日野自動車

岡　山 三菱重工長崎 【一】 0-1 オール和歌山(和歌山)

宇東クラブ(愛媛)

0-7 大阪市信用金庫＝５連覇

福　岡 三菱重工長崎 【一】 1-2 グローリー株式会社(兵庫)

青樹会病院(滋賀)

【二】

鳥　取 三菱重工長崎 【一】 2-1 ＪＲ西日本米子(鳥取)

大津赤十字病院(開催地)

大阪市信用金庫＝３連覇

博愛病院(大分)＝前年度優勝

沖　縄 三菱重工長崎 【一】 0-10

アイケン医院 ◆ベスト８◆ 【二】 1-0

【準々】 0-2

【二】 0-2

滋　賀

【二】 0-1 セントラル硝子宇部工場(山口)

大　分 三菱重工長崎 【一】 6-2 ＷＥＳＴ　ＫＩＮＧ(愛媛)

九州都市対抗の県勢チーム戦績

高　知 三菱重工長崎 【一】 0-6 日本通運四国(香川)

熊　本 愛健会アイケン医院 【一】 1-3 (14回)佐川急便大阪＝準優勝

広　島 愛健会アイケン医院 【一】 6-1

徳　島 三菱重工長崎 【一】 2-5 大津市役所野球部(滋賀)

和歌山 轟クラブ 【一】 1-8 住友金属和歌山

西日本軟式野球選手権大会の長崎県チーム戦績表

◆ベスト８◆ 【準々】 0-1 山陰合同銀行(島根)

【二】 0-1 (10回)中山ファイターズ(沖縄)

佐　賀 三菱重工長崎 【一】 5-0 石田紙器(鳥取)

開催地 本県代表チーム

山　口 親和銀行 【一】 3-2

【二】 1-2 大阪市信用金庫(大阪)＝６連覇

宮　崎 ソニーセミコンダクタ九州 【一】 0-3 三井金属彦島(山口)

香　川 アイケン医院マッスルズ 【一】 1-2 三井金属彦島(山口)

三菱重工長崎 0-2 鶴崎海運(大分)

長　崎 三菱重工長崎＋(開催地)親和銀行、南原クラブ

◆各チームの戦績は右表◆

兵　庫 長崎サニクリーン 【一】 3-4 (13回)グローリー㈱(開催地)

15年のＡ級は８チーム。

16年に九電長崎が昇格。共済連と轟クが自主降格

17年にJA全農長崎が自主降格

20年に九電長崎が自主降格

22年に西部ガスが自主降格し、Ａ級３チーム。

21年よりソニーセミコンダクタ九州は活動を休止

30年 三菱重工長崎

田中病院(宮崎)

63年 親和銀行 優勝②

3-0

2-1

1-0

4-8

0-1

九州連合会長杯の県代表チームと戦績　　（平成23年以降）

三洋電機加西(兵庫)

【二】 3-0 和歌山県庁(和歌山)

鳥　取 三菱重工長崎 ◆ベスト８◆ 【二】 6-1 ﾁｯﾌﾟﾁｯﾌﾟﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ(沖縄)

【準々】 1-2

第22回西日本選手権(H30.長崎)

佐藤薬品工業(奈良)

奈　良 西部ガス長崎 【一】 2-1 中澤氏家薬業(高知)
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