
　全日本軟式野球連盟は、正しい少年野球の普及と育成を図る 　参加数も年々増え

目的で昭和43年にその組織化に乗り出し、そのチームを対象と 福江を最後に16支部

した都道府県大会やブロック大会が開かれるようになった。 が揃ったのは55年の

　長崎県軟式野球連盟は昭和46年８月に長崎新聞社後援により 第９回大会。支部内

『第１回県下少年野球選手権大会』と銘打ち少年二部(中学生) に中学チームが多い

に長崎市内４チームを含む９チームと学童２チームの県大会を 南高来が59年、西彼

を主催している。(8/22、25～26：大橋) 杵が61年、県北も平

　翌47年に県中体連と長崎新聞社との共催により少年12、学童 成10年から２チーム

４チーム参加で開催の大会を第１回大会とした。 参加となったが平成

　大会の詳細は翌日の長崎新聞に数枚の写真と 16年から始まった市

試合のイニングスコアに投手－捕手名や二塁打 町村合併により北高支部の消滅や近隣の３市に編入された

以上の選手名も記され、球児たちには気合の入 北松浦郡(県北支部)の中学チームの激変などもあったが、

れようも違った。 第40回記念大会は平成４年(第21回)以来20年ぶりに長崎市

　開会式の模様も当日の夕刊に掲載され一段と で開催。県下一斉登校日(８月９日：原爆の日)の翌日から

選手たちの闘志を盛り立てた。 四日間、球児憧れの県営野球場ビッグＮスタジアムで全試

　開会式では学童と少年が一堂に 合を開催し、その後も継続中である。

会し県警ブラスバンドの演奏で華 　参加チーム数は16年以降の市町村合併により、長崎支部

やに入場しての開会式を終えた後、 は支部内登録数が20チームを超え支部参加枠が３に。県北

熱戦が開始された。 地区は佐世保市に包括されて佐世保からは４チーム。諫早

　昭和57年の第11回大会 は北高来郡との合併で10チーム以上で２枠に。県連支部の

も長崎市で開催予定だっ 組織は無いが西彼杵郡２町にある中学５チームから１枠を

たが７月23日夕方から降 設け、全

り始めた雨による『長崎 22チーム

大水害』の影響で市内会 参加し人 年 年 年 年

場の一部は使用不能に。 工芝の上 2 8 13 18

期日と会場を８月20日か で熱戦を 4 9 14 19

ら大村市内に変更して、 展開して 5 10 15 20

両部大会は開催された。 いる。 6 11 16 21

　翌年には長崎会場に戻ったが、大村開催(H2)となったり学童 7 12 17 22

と会場分離(H5)したりしたが、大橋球場が老朽化のため解体と

なった平成６年以降は両部の会場は分離された。

西彼中(西海)
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大　村 上五島 西海町 上五島

佐世保 大　村 松　浦 島　原

※平成４年は長崎会場が雨天順延で佐世保に。

※平成22年は準決勝と決勝がビッグＮで開催。

歴　代　決　勝　戦　の　ス　コ　ア
回 年 優勝チーム スコア 準優勝チーム 回 年

　昭和53年8月18日の夕刊一面より

長崎市以外の開催地

開催地 開催地 開催地 開催地

西海町 西海町 松　浦 西　海

佐世保 生月町 島　原 諫　早

波佐見 佐世保 島　原 西　海

福島中(県北)

1 47 玖島クラブ(大村) 3-1 二中地区ｸﾗﾌﾞ(島原)

25 8 高来中(北高来)46 西大村クラブ(大村) 1-0 二中地区ｸﾗﾌﾞ(島原)

24 7 小江原中(長崎)② 2-0

2-0 野母崎クラブ(西彼杵)

27 10 島原第二中(島原)

7

1-0

優勝チーム スコア 準優勝チーム

5-2 長田中(諫早)

旭中(佐世保)

小佐々中(県北)2 48 相浦クラブ(佐世保) 1-0 西大村クラブ(大村)

26 9 戸町中(長崎) 4-3

有明中(南高来)

5 51 相浦クラブ(佐世保)② 2-1 三会クラブ(島原)

29 12 玖島中(大村)② 2-1 島原第一中(島原)4 50 野母崎クラブ(西彼杵) 1-0 今福クラブ(松浦)

28 11 山澄中(佐世保) 6-1

日野中(佐世保)

3 49 北陵クラブ(諫早)

53 相浦クラブ(佐世保)③ 3-0 白銀クラブ(諫早)

31 14 小佐々中(県北) 2-0 崎辺中(佐世保)6 52 滑石クラブ(長崎) 2-0 飯盛クラブ(北高来)

30 13 西有家中(南高来) 3-1

17 決勝が雨天中止で２チーム　布津(南高来)・小佐々(県北)

18 決勝が雨天中止で２チーム　大野(佐世保)・相浦(佐世保)

大瀬戸中(西彼杵)

9 55 郡中(大村) 7-0 小野中(諫早)

33 16 波佐見中(東彼杵)② 5-0 平戸中(平戸)8 54 淵中クラブ(長崎) 5-1 江平中(長崎)

32 15 山里クラブ(長崎)② 4-1

山里中(長崎) 2-0 美津島ｱｽﾄﾛｸﾗﾌﾞ(対馬)

3510 56 南串クラブ(南高来) 2-0 岩屋中(長崎)

34

1-0 島原第一中ｸﾗﾌﾞ(島原)

13 59 滑石中(長崎)② 7-0 小浜中(南高来)

37 20 日野中(佐世保) 3-0 崎辺中(佐世保)12 58 江平中(長崎) 5-4 相浦中(佐世保)

36 19 福江中(福江)

日宇中(佐世保)

11 57

2-1

三重中(長崎)

吾妻中クラブ(県南)14 60 有明中ｸﾗﾌﾞ(南高来) 3-2 諫早中(諫早)

38 21 大村中クラブ(大村) 1-0

15 61 有家中(南高来) 1-0 福江中(福江)

39 22 諫早中クラブ(諫早) 4-1

有明中ｸﾗﾌﾞ(南高来)

43 26 島原第一中(島原) 1-0

有家中クラブ(県南)

17 63 中里中(佐世保) 5-0 島原第一中(島原)

41 24 早岐中(佐世保) 2-1 桜が原中(大村)16 62 小江原中(長崎) 3-2 深堀中(長崎)

40 23 小長井中(諫早)

諫早中(諫早)18 元 生月中(県北) 3-2 福江中(福江)

42 25 早岐中(佐世保)② 4-1

飯盛中(諫早)

21 4 波佐見中(東彼杵) 4-3 三会中(島原)

45 28 平戸中(平戸) 3-0 広田中(佐世保)20 3 有明中ｸﾗﾌﾞ(南高来)② 6-1 加津佐中(南高来)

44 27 波佐見中(東彼杵)③ 4-019 2 若松中(上五島) 2-0

西彼中(西海)

4-2 小長井中(諫早)

23 6 旭中(佐世保) 1-0 愛野少年ｸﾗﾌﾞ(南高来)

47 30 大野中(佐世保)②22 5 相浦中(佐世保)④ 5-0 中里中(佐世保)

46 29 相浦中(佐世保)⑤

8-7

48 元 波佐見中(東彼杵)④ 7-0
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赤文字は優勝

回 年 長崎 佐世保 諫早 大村 島原 平戸 松浦 福江

18 元 西浦上　②③● 宮　②●

戸町　● 相浦　①●

19 2 三川　②● 中里　● 玖島　②●

江平　● 旭　● 大村　●

20 3 小江原　②③● 山澄　●

深堀　● 中里　●

21 4 西浦上　棄● 愛宕　●

深堀　棄● 山澄　●

22 5 淵　②③● 相浦　②③④⑤

深堀　● 中里①②③④❺

23 6 横尾　②③● 旭　②③④⑤ 西諫早ﾗｲｵﾝｽﾞ

東長崎　②● 相浦　● ①●

25 8 三重　● 崎辺　①②●

土井首　● 日宇　①●

26 9 戸町①②③④⑤ 旭　②③④❺ 郡　①②③●

滑石　● 清水　①● 玖島　●

27 10 三川　②● 相浦　①●

小ケ倉　②● 光海　①●

31 14 横尾　● 崎辺　②③④❺ 御厨　①●

三重　● 日野　②③● 志佐　②●

32 15 山里①②③④⑤ 崎辺　①②● 島原二　①●

桜馬場①②③● 旭　● 島原一　●

33 16 西浦上　● 日野　②③● 島原一　②●

三川　● 日宇　● 島原三　●

34 17 三川　②③● 相浦　● 小野　● 御厨　②●

土井首　● 山澄　● 森山　● 今福　●

回 年 長崎 佐世保 諫早 大村 島原 平戸 松浦 福江

46 29 三重　①● 相浦①②③④⑤
小長井①②③④❺

大村　②● 有明　①②● 平戸　● 福島　●

岐宿　●
祇園　①●

福田　②● 佐々　②●
明峰　●

戸町　● 中里　●

福江　②●
日野　②③●

小江原　①● 福石　●
喜々津　●

岩屋　● 江迎　●

45 28 三重　①②● 広田　②③④❺
長田　①●

郡　●

三会　①②③● 平戸　● 志佐　●

有明　● 平戸①②③④⑤ 御厨　●

岐宿　●
早岐　●

三重　②● 相浦　●
小長井　●

淵　● 福石　●

43 26 片淵　● 相浦 ①抽選②●
諫早①②③④❺

郡　●

日宇　●
44 27 土井首　● 日宇　①●

飯盛①②③④❺
郡　●

岐宿　②●長大付　①● 日野　①②●
飯盛　●野母崎　● 崎辺　●

岐宿　②●
東明　②●

長大付　● 祇園　●
長田　①● ①②③④⑤

淵　●

島原一
平戸　①抽選● 志佐　●

42 25 三重　②③④❺ 早岐　②③④⑤ 小長井　①●
桜が原　②③●

有明　①● 平戸　● 調川　●

三会　● 平戸　①②● 御厨　●

崎山　●福田　● 大野 ①抽選②③●
諫早　● ②③抽選④❺野母崎　● 鹿町　抽選●

41 24 片淵　②● 早岐　②③④⑤ 小長井 ①抽選● 桜が原

三会　②● 南部　● 御厨　①②③● 福江　●山里　● 大野　②●
高来　②●土井首　● 福石　●

39 22 福田　②● 早岐　①②③● 諫早①②③④⑤
桜が原　●

40 23 三重　①②③● 日野　②● 小長井①②③④⑤
大村　①●

岐宿　①②●山里　● 日野　①②③●
西諫早　●戸町　● 崎辺　●

岐宿　●小ケ倉　● 日野　①②●
高来　①②●深堀　● 小佐々　●

有明　● 平戸　● 志佐　●

38 21 片淵　● 日宇①②③④❺ 北諫早 ①②③●
大村　②③④⑤

島原一 ①②③● 田平　● 志佐　●

有明　①②● 中部　● 今福　●

三井楽　②③●琴海　● 崎辺　②③④❺
飯盛　●片淵　● 旭　①●

37 20 三重　②● 日野　②③④⑤ 森山　①●
大村　②●

36 19 横尾　①● 清水　①②③● 北諫早　②③●
桜が原　●

福江　①②③●片淵　● 相浦①②③④☂
北諫早　●淵　● 日野　①●

島原一
平戸　● 福島　①● 福江　②③④⑤野母崎　● 中里　●

長田　● ①②③④❺長大付　● 吉井　●

桜が原　②●

大村　①● 島原二　①● 平戸　● 岐宿　①②●

市町村合併により、長崎と佐世保が３枠に、諫早が北高来支部消滅で編入され２枠となる。

35 18 橘　● 大野　②③④☂ 真城　①●
島原二　①②③● 平戸　● 福島　②●

平戸　● 富江　●

長田　● 西大村　● 平戸　②● 志佐　● 岐宿　●

有喜　● 大村　①● 平戸　②③④❺ 志佐　● 岐宿　①②●

30 13 福田　①②③● 日野 ①②③④❺
西諫早　①②● 玖島　●

諫早　● 玖島　②● 島原二　●

三井楽　②●
福田　● 相浦　①②③●

奈留　●愛宕　①●
緑が丘　● 東明　●

三会　● 平戸　● 志佐　● 三井楽　②●
丸尾　● 早岐　①②●

岐宿　●

28 11 土井首　● 山澄　②③④⑤
長田 ②● 郡　● 島原二　①● 中部　● 御厨　①②●

有喜　②● 大村　● 島原二 ②③④⑤ 平戸　①②● 今福　●

29 12 横尾　①● 福石　①②③●
西諫早　①● 玖島 ②③④⑤ 島原一 ②③④❺ 平戸　①● 御厨　②●

今福　● 富江　●

玖島　②● 島原三　● 平戸　● 志佐　②● 福江　●

北諫早　②● 三会　①● 平戸　● 御厨　● 富江　●

24 7 小江原①②③④⑤ 早岐　①②③●
北諫早　②●

長田 ①②③④❺ 玖島　①● 島原一　②● 南部　●

淵　● 崎辺　●

西大村　● 三会　● 南部　②● 御厨　● 岐宿　●

西都ク　①● 玖島　②③● 島原二　● 中部　● 御厨　●

真城　①②● 玖島　● 島原一　● 平戸　①● 志佐　● 福江　●

三井楽　●

しろがね　● 大村 ①不戦②● 三会　②③④❺ 南部　不戦①● 御厨 ②不戦③● 崎山　●

平成元年以降の県少年選手権各支部チーム勝敗表 ○数字は回戦勝利　●は敗戦　⑤は優勝　❺は準優勝

しろがね　①● 大村　● 島原一　②● 平戸　②● 御厨　● 福江　②③④❺

北陵　● 島原一　● 平戸　②③● 松浦ク　②③● 福江　●
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赤文字は優勝

回 年 北高来 県北 上五島 壱岐 対馬

18 元

19 2

20 3

21 4

22 5

23 6

25 8 上五島　●

魚目　●

26 9

27 10 小佐々①②③④❺

生月　①●

28 11 小佐々 ①②③●

福島　●

31 14 小佐々①②③④⑤

江迎　●

32 15 小佐々　①②●

生月　②●

33 16 小佐々　②●

宇久　●

34 17

回 年 西彼杵郡２町 県北 上五島 壱岐 対馬

35 18 佐々と小値賀の２校 有川　②●

佐々　②● 奈良尾　●

36 19

37 20

38 21

39 22

40 23

41 24

42 25

43 26 厳原

抽選②③●

44 27

45 28

46 29

優　勝 準優勝 優　勝 準優勝
長　崎 8 4 東彼杵 3 0
佐世保 12 8 西　海 1 2 ⇐ 旧･西彼杵支部
諫　早 3 7 県　南 6 6 ⇐ 旧･南高来支部
大　村 5 2 北高来 1 1
島　原 2 6 県　北 3 2
平　戸 1 1 上五島 1 0
松　浦 0 1 壱　岐 0 0
福　江 1 2 対　馬 0 1

支

部

別

回

数

第35回大会の２チーム優勝(佐世保＆大村)を含む

西有家　②●

波佐見　●
西彼 西有家　②③●

長与第二　● 上五島　●

美津島　②●
①②③④⑤ 南串　①②③●

波佐見　②③● 西彼　●
国見　①②③●

鳴滝　● 有川　①● 勝本　● 厳原　●

佐

世

保

支

部

管

轄

有川　抽選● 芦辺　●
有家　●

波佐見
西彼　●

勝本　● 雞知　抽選●
① 抽選② 抽選● 加津佐　●

抽選①②③● 吾妻　●

川棚　● 西海　①②③●
小浜　②●

時津　●

波佐見
西海　抽選●

愛野　●
高田　● 佐々　● 若松　②● 勝本　①● 対馬ＴＫ　●

西有家　①②●
高田　②● 有川　● 郷ノ浦　●

石田　①● 仁田　●
小浜　●

波佐見　①②● 西彼　●
小浜　①②●

鳴北　● 佐々　● 若松　抽選②● 石田 ②③抽選●

波佐見　● 西彼　●
有家 ①②③④❺

鳴北　● 小値賀　抽選● 若松　●

美津島　●
有家　①●

川棚　●
西海南　①②● 国見　●

長与二　● 佐々　①②● 北魚目　● 武生水　● 厳原　●

小値賀　● 奈良尾　● 石田　● 厳原　●
西海南　● 西有家　②●

大瀬戸　● 加津佐　●

波佐見　①●
大瀬戸　②③● 吾妻 ①②③④❺

高田　①●

田河　②● 美津島　②●
布津　●

波佐見　②● 大島　②●
有家　①●

長与二　● 佐々　②● 上五島　● 箱崎　●

波佐見　● 西彼　●
加津佐　①●

長与　● 佐々　②● 北魚目　●

厳原　●
西有家　①●

波佐見　●
長与第二　②● 南串　●

鯨伏　● 厳原　①●
長与　● 布津　●

勝本　● 厳原　●
西海南　● 西有家　①②●

市町村合併で西彼杵支部が西海支部に改称し１枠に。南高来支部が県南支部と改称。北高来支部が消滅し、西彼杵郡５校で１枠。

東彼杵 西海 県南

波佐見　②③●
大瀬戸　②● 布津①②③④☂

支部消滅 小佐々①②③④☂ 奈良尾　●

奈良尾①②③● 箱崎　● 厳原　①●
①②③④⑤ 大島　● 加津佐　●

西彼　②③● 口之津　●

波佐見 大瀬戸　①②● 深江　●
森山　●

川棚　●
大瀬戸②③④❺ 有家　①●

高来　● 有川　● 武生水　● 厳原　●

彼杵　●
高田　①● 吾妻　②●

高来　①②③● 有川　①②● 武生水　①②●

30 13
川棚　●

大島　● 西有家①②③④⑤
高来　●

仁田　●
喜々津　● 西有家　●

仁田　●時津　●
国見　● 鹿町　●西彼　●

小佐々　●
有川　● 田河　②③● 仁田　●高田　●

千々石　①②● 鹿町　●西彼　●

29 12
彼杵　●

大島　● 有明　①②●
小長井　●

小佐々　②●
奈良尾　● 武生水　●

西彼　● 布津　●

ひまわり　●
西彼　②● 有明 ①②③④❺

小長井　●

仁田　●
高田　②● 有明　●

川棚　●
大瀬戸 ①②③● 小浜　●

森山　● 有川　②③● 田河　● 仁田●

有川　● 箱崎　②③● 仁田　②●
大瀬戸　● 西有家　①●

仁田　①②③●
西彼　● 吾妻　●

彼杵　●
西海北　①②● 国見　②③●

森山　● 小値賀　● 北魚目　● 田河　②●

彼杵　●
時津　②③● 有明　●

高来　②③④⑤ 生月　②● 箱崎　②●

上五島　● 勝本　①● 仁田　●西彼　●
国見　●野母崎　●

上五島　②● 田河　● 厳原　②●
西彼　● 有明　①②③●

若松　● 箱崎　● 仁田　●
時津　● 愛野　●

波佐見　①●
野母崎　①● 愛野　②③④❺

高来　● 生月　●

波佐見　②●
池島　①②● 有家　②③●

小長井　● 佐々　②●

24 7
波佐見　①●

西海北　● 吾妻　①②③●
高来　②● 福島　②③④❺

波佐見①②③④⑤
西彼　②③● 有明　●

小長井　②棄● 生月　①②● 若松　①● 石田　● 比田勝　●
時津　● 有家　●

波佐見　②●
時津　②● 有明①②③④⑤

小長井　● 生月　②● 若松　①● 鯨伏　● 厳原　①②●
野母崎　● 加津佐②③④❺

彼杵　●
大瀬戸　①②● 有明①②③④❺

小長井　①● 鹿町　● 若松　②③④⑤ 勝本　● 西部　①②●
西海北　● 国見　①●

平成元年以降の県少年選手権各支部チーム勝敗表 ○数字は回戦勝利　●は敗戦　⑤は優勝　❺は準優勝

東彼杵 西彼杵 南高来

波佐見　●
大瀬戸　● 有明　①●

飯盛　● 生月　②③④⑤ 若松　①②③● 石田　②● 厳原　●
時津　● 国見　●
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　平成５年に県中学新人戦軟式野球大会が始まった。この年から と『スポーツの秋』に開催するようになった。

中学校に導入された毎月第２土曜日休校とする『ゆとりの時間』 　全日本軟式野球連盟主催の中学生全国大会は夏休みに横浜ス

の土日曜を利用して中学県大会を開催しようというものであった。 タジアムで開催する全日本少年大会だけだったが、高校野球の

長崎県軟式野球連盟16支部の４分の１は離島４支部である。本土 『春のセンバツ』同様に新人戦として球児の憧れの大会となる

開催の県大会参加には前日から本土入りしなければ成らず､学校を よう文部科学省の後援とポカリスエットの協賛を得､平成22年

早退するなどしての船便利用は困難だったが､福江や上五島に壱岐 春休みに静岡県で第１回全日本少年春季軟式野球大会が､30チ

と対馬も福岡、佐賀の２県を経由して参加した。 ーム参加で開催。県中学新人戦大会をそれの予選会に充てた。

  後年に毎週土曜日が休校となったが､第１回(佐世保)は12月第２ 　県代表チームは九州ブロック大会を経ての全国となるが、夏

土曜日の11日に開催。16支部代表参加で､初日に開始時間を遅ら の全日本少年は九州７県で２枠であるが、春季大会は沖縄含む

せて４会場使用し１会場で３試合。第２回(諫早)も12月開催。第 ８県で５枠(計32チーム)と参加枠が多く、球児たちの全国大会

３回(大村)が11月第４になり、第４回(大村)では10月第４とやっ での活躍の舞台が広がっている。

鳴北

● ●

彼杵南部

長崎県中学新人戦大会の第１回大会からの各支部代表戦績表 　　　★は決勝敗戦、◎は優勝

回

20年 ●

西有家波佐見

北松浦郡(県北支部)の各町は近隣の３市に編入され、残った２町の中学チームは後年、佐世保支部に包括された。

● ●●

○●

○○○◎ ○● ○● ●

● ●

●

○● ● ● ○○●

島原第二 有明

○○● ○○●

福島 福江 波佐見 南串 西彼

松　浦

●

小佐々 志佐 福江 波佐見飯盛 桜が原 三会 深江

○○○◎

厳原大村 有明 生月 福島 福江

三井楽 波佐見 西有家 大島
※

奈良尾 武生水 厳原

● ○○○◎ ○○○★ ● ○● ● ●

● ○● ○●○○● ○○○★ ● ● ○○○◎ ○● ● ●

⑯ 横尾 旭 佐々 高来 大瀬戸 高田 若松 田河

⑮ 桜馬場 日野 佐々 高来 西大村 島原第一 平戸 御厨

19年 ● ● ○○● ○● ● ○○● ○● ●

18年 ○○○★ ○○● ○● ○○○◎ ● ● ○● ○●
※

北魚目 武生水 上対馬

○○● ● ● ● ○● ● ●

⑭ 横尾 相浦 佐々 飯盛 大村 有明 平戸

島　原 平　戸

○○○◎ ●

市町村合併で北高来郡消滅しが諫早市に吸収合併。西海市が誕生し西彼杵郡２町で１支部。旧南高来郡は２市で県南支部に。

● ○○● ○●

回
長　崎 佐世保 県　北 諫　早 大　村 福　江 東彼杵 県　南 西　海 西彼杵 上五島 壱　岐 対　馬

年度

⑬ 東長崎 日野 高来
支部消滅

桜が原 厳原

17年 ○○● ○○○★ ● ○●

島原第二 有家 生月 福島

● ○●

彼杵 長与二 若松 箱崎志佐 福江

● ● ● ○○●○● ● ○● ● ○○○◎16年 ○○● ○○○★ ○● ●

島原第二桜が原

●

波佐見

●

●

布津 平戸 小佐々 御厨 岐宿⑫ 長大付 日宇 西諫早 飯盛 西彼 有川 渡良 厳原

○○○★ ● ● ○○● ● ● ○●○○● ●

⑪ 岩屋 日宇 諫早

15年 ○● ● ● ○● ○●

平戸

厳原

14年 ○○● ○○○◎ ● ● ○○● ● ○● ○● ○● ● ● ○○○★ ● ● ● ○●

大瀬戸 奈良尾 田河 厳原

○○○◎ ● ● ○● ○○○★ ○○● ● ●

小佐々 志佐 岐宿 波佐見 西彼 上五島 渡良⑩ 三重 崎辺 北諫早 小長井 桜が原 島原第二 深江 平戸

13年 ● ○○● ● ● ● ○● ○● ○●

岐宿

○○● ○○○★ ● ○● ○● ●

⑨ 桜馬場 日野 北諫早 高来 大村 島原第二 小浜 平戸 小佐々 志佐 富江 波佐見 大瀬戸 奈良尾 那賀 厳原

○●

⑧ 土井首 相浦 長田 高来 西大村 仁田

12年 ● ● ○○● ●

島原第二 西有家 平戸 小佐々

● ●

波佐見 時津 若松 田河志佐

田平 御厨 岐宿 波佐見 大瀬戸 有川 那賀 厳原

11年 ○● ○○○★ ● ● ● ○○○◎ ● ● ● ○● ○● ○○● ● ○○● ●

⑦ 土井首 大野 北諫早 森山 大村 島原第一 有明 平戸

10年 ○○○◎ ○○● ○● ● ○○● ● ○● ○●○● ● ○○○★ ● ● ●

平戸 小佐々 今福 奈留 箱崎 仁田⑥ 小ヶ倉 三河内 有喜 森山 桜が原 波佐見 時津 北魚目

仁田

９年 ● ○● ● ● ● ○○● ○○○◎ ● ○● ○● ○○● ○○○★ ○● ● ● ●

○● ● ● ○○● ○○● ● ○● ●

⑤ 片淵 光海 有喜 高来 桜が原 島原第二 有明 平戸 生月 御厨 富江 波佐見 野母崎 北魚目 武生水

８年 ○● ○○○◎ ● ● ○● ● ○○○★ ●

平戸 生月 志佐 富江 彼杵 西海北 北魚目 田河 西部

③

④ 土井首 旭 北諫早 飯盛 桜が原 三会 有明

７年 ○● ○○○★ ● ●

片淵 日宇 真城 飯盛 大村 島原第一 有家

● ○● ● ●○● ● ○○○◎ ● ○● ●

平戸

仁田

● ●

箱崎

福島 御厨 福江 彼杵 西彼 北魚目 箱崎 仁田

波佐見

○○○◎ ○● ●

時津 若松御厨 富江

○●

瑞穂 平戸 生月

６年 ○○● ● ○○○★ ●

島原第三

● ● ○○● ○● ○●

② 淵 山澄 北諫早 高来 玖島

上五島 壱　岐 対　馬西彼杵

有川 勝本 仁田

５年 ○● ○○○◎ ○● ○○○★

島原第三 有家

○○● ● ● ●○● ○● ○○● ● ● ●

年度

① 横尾 相浦 真城 飯盛

長　崎 佐世保 諫　早 北高来

玖島

平　戸 県　北 松　浦 福　江 東彼杵大　村 島　原 南高来

佐々 志佐 富江
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21年① 生月中(平戸) 5-2 山里中(長崎) 25年⑤ 波佐見中(東彼杵) 7-0 西諫早中 28年⑧ 西彼中(西海) 1-0 日野中(佐世保)

九州 (沖縄)今帰仁中 九州 (沖縄)西原中 九州 (佐賀)千代田中

(宮崎)財光寺中 (福岡)洞北中 (福岡)久留米ＢＢＣ

(鹿児島)川内南中 (大分)明豊中 (大分)城東中

22年② 平戸中 6-3 横尾中(長崎) 全国 ８回(開催地)掛川市立北中 全国 ８回(北海道)北檜山中

九州 (大分)城東中 26年⑥ 日野中(佐世保) 2-0 西海中 (開催地)伊東市立南中

(福岡)自彊館中 九州 (沖縄)玉城中 29年⑨ 大野中(佐世保) 2-0 平戸中

(大分)城東中 九州 (熊本)荒尾Ｊ・BBC

23年③ 西彼中(西海) 6-1 三会中(島原) (鹿児島)長田中 (大分)明野中

九州 (鹿児島)松元中 全国 (北海道)北見市立北光中 (沖縄)北谷中

(熊本)多良木中 27年⑦ 広田中(佐世保) 6-1 諫早中 全国 (宮城)仙台育英学園秀光中

(沖縄)山内中 九州 (沖縄)石垣中 30年⑩ 波佐見中(東彼杵) 5-1 長与第二中

全国 (北海道)士別南中 (宮崎)門川中 第10回記念で各県代表が全国大会へ

(埼玉)立東中 全国 (広島)広島スターズ 全国 八千代松陰中学校(千葉第２)

24年④ 小浜中(県南) 1-0 西諫早中 元年⑪

九州 (熊本)一の宮中

(佐賀)小城中

(沖縄)兼城中

全国 (東京)修徳中

福江

○●

加津佐

○●

西彼

●
不参加

志佐●

調川●

雞知

○●

波佐見

○○○◎

長与第二

○○○★

⑩

30年

有明

●

土井首

○〇●

大野

●

中里

●

諫早

○〇●

郡

●

平戸

○●

勝本

●

【準】 1-4

【一】 0-2

【一】 0-2

【決】 5-4

【一】 5-4

【準】

0-5

【一】 1-2 【二】 0-1

【敗者復活】

【代】 1-0

【一】 0-1

【一】 2-1

【一】

【一】 4-5

【敗者復活】 2-1

【二】 0-8 1-2

【決】 8-3

【一】 5-1

第１回大会からの決勝戦スコアと、県代表チームの上位大会での戦績

【一】 1-5 【一】 【一】 2-0

【敗者復活】 3-0 【準】 【準】 3-1

1-0

全日本少年春季長崎県予選会の各支部代表戦績表 　　　◎は優勝　　★は決勝敗戦

西　海 西彼杵 上五島 壱　岐 対　馬
年度

島　原 平　戸 松　浦 福　江 東彼杵 県　南
回

長　崎 佐世保 県　北 諫　早 大　村

西彼 長与 有川 田河 厳原

21年 ○○○★ ○● ● ●

有明 生月 志佐 福江 川棚 西有家① 山里 大野 佐々 諫早 桜が原

○● ● ● ○● ○● ○○●● ● ○○○◎ ● ○○● ●

大島 高田
不参加

石田 仁田

22年 ○○○★ ● ● ●

島原第二 平戸 御厨 三井楽 川棚 小浜② 横尾 早岐 佐々 森山 玖島

● ●

③ 片淵 日宇 佐々 小長井

○○● ○● ○○○◎ ○● ● ○●

大村 三会 生月 志佐○● 福江 波佐見

○● ● ○●

国見 西彼 長与第二
不参加

郷ノ浦 美津島

○○○◎ ● ● ●○○○★ ○● 御厨● ● ● ○●23年 ● ○○● ○● ● ○○●

西海 長与第二
不参加

郷ノ浦 美津島

24年 ○● ○○● ● ○○●

有明 中部 志佐 福江 波佐見 小浜④ 戸町 早岐 佐々 西諫早 玖島

○● ○●

⑤ 桜馬場 相浦●

佐

世

保

に

包

括

西諫早

○○○★ ● ● ●

● ○●

⑦ 西浦上 広田 諫早 桜が原 島原第二 平戸 御厨○○

○● ●

志佐●

⑨ 三重

● ●

桜が原 有明 平戸 志佐 岐宿 波佐見

○○○◎ ● ●

南串 西彼 長与第二
不参加

勝本 対馬ＴＫ

● ○○● ●● ○○○◎ ○● ●25年 ● 大野● ○○○★ ○○● ○●

26年 ● ○○○◎ ○● ○● ●

生月 志佐 福江⑥ 日見 日野 小長井 桜が原 島原第一

○● ○● ● ● ●● ○● ● ○○○★

長与第二
不参加

郷ノ浦 美津島波佐見 西有家 西海

⑧ 橘 日野 長田 桜が原 三会 田平

○● ●
志佐●

27年 ○● ○○○◎ ○○○★ ●

岐宿

時津

●●

○○● ●
御厨今福●

○○○◎ ○●
不参加

勝本 美津島

●
福島●

○○● ○● ● ○○●
不参加

郷ノ浦 対馬ＴＫ川棚 国見 西海 長与第二

○● ● ● ●
福島●

福江 川棚 西有家 西彼

28年 ○○● ○○○★ ○●

29年 ○● ○○○◎ ○○● ●

大野 小長井 桜が原

○●

志佐○● 三井楽 波佐見

● ○●
御厨今福●

不参加
郷ノ浦 厳原

○○○★ ● ○○● ● ● ●
福島●

西有家 西彼 長与第二有明 平戸

0-1

3-0

5-1

2-3

【代】 1-2 【決】 【決】 2-0

【一】

【一】 6-3

【一】 0-2

【敗者復活】 7-6

【代】 7-0

【準】 4-2

7-6

【一】 2-1

【一】

⑪ 小島 佐々/吉井 鹿町/小佐々 諫早 大村 島原第一 平戸 今福/福島

〇●
元年 抽選● 〇〇● 〇● ○〇● ● ● ○●

雞知

● ● ○○○◎ ○○○★ 〇● ●抽選●
志佐〇●

福江 波佐見 愛野 西彼 鳴北

不参加

勝本
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