
長崎県軟式野球連盟松浦支部 �松浦市軟式野球連盟 � 
会　長　　高尾　　誠　　理　事　長　　松本　　強　■臣凛■閲■l田 �芸l，　＝　　　副審判長　　金居 �信夫 
副会長　　吉富　武志　　事務局長　　田崎　洋介　　審判部長 �辻田直太郎　　副審判長　　中野 �旦 且 

〝　　　岩本　英明　　副事務局長　鹿川　聖貴　副審判部長 �崎尾幸一郎　　事務局長　　榎並 �健一 

顧　問　　橋口　　達　　　　　　　　　　　　　　　　　審　判　長 �長谷川次男　　副事務局長　岩佐 �宏昭 

内科　外科　整形外科　脳神経外科

雷管会田中病院
適所リハビリテーション　　グループホームかもめ

松浦市御厨町里免871番地徹し0956－75－0211

社会福祉法人　愛光福祉会

特別養護老人ホーム愛　光　園
居宅介護支援事業所　　短期入所生活介護
適所介護事業所　　　　訪問介護事業所
松浦市志佐町浦免270　　駄0956－72－0863

電気でつなぐ明るい未来
電気設備工事・設計・施工

有限会社古本電気商会
松浦市御厨町里免789－1　1もL O956－75－0510

総合建設コンサルタント

株式会社大借技術開発
代表取締役　中　島　政　則

松浦市御厨町里免2000－141もL O956－72－5128
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ギ　フト

インテリア 蹄碑
代表

中島清隆

松浦市今福町北免2009－330　電話（0956）74－1933

斎場葬から自宅葬まで受けたまわります

メモリアルホール中央葬斎
松浦市志佐町庄野免153－25

駄0956－73－0002フリーダイヤル0120－720725（24時間受付）

長崎県松浦市

鎗浦， �．のふさきと戯 
松浦市志佐町庄野免226－30　（フリーダイヤル）0120－062－004
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長崎県軟式野球連盟平戸支部 
平戸市軟式野球連盟 

会　　長　　浦田　利男　　　　連盟事務局　　田尻　政樹 

副　会　長　　桑山　博之　　　　審判部長　　正木　　篤 

理　事　長　　古川　豊樹　　　　審　判　長　　正木　　篤（兼任） 

監　　査　　藤田　憲恵　　　　審判部事務　　小田　典和 

『長崎がんばらんば国体』の軟式野球競技会は、平戸市営赤坂野球場や生月野球場など5会場で行なわれます。 

加盟チ－ム
【一般チーム】

（順不同）

ラ　ブ

ラ　ブ

L　生

ク　　ラ

【学童チーム】
平戸少年野球クラブ

平戸鬼洋蝶少年野球クラブ

サウス・ヴイ　ガーズ

紐　差　ヤ　ン　キ　ー　ス
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お　じ　んク　ラ　ブ

F L Y FI S H

ガ　　　イ　　　ズ

ビ　ー　ズ　ク　ラ　ブ

【少年チーム】
平　戸　中　学　校

中　部　中　学　校

南　部　中　学　校

生　月

田　平

長崎県軟式野球選手権大会における戦績 

平戸ク　ラ　ブ
島　ク　ラ　ブ

西龍ク　ラ　ブ
マルヤマ醤油

電　々　平

白　山ク　ラ
A L L　生　月

25大会　　6勝

9大会　　3勝

2大会　　0勝

2大会　1勝

1大会　　0勝

1大会　　0勝

11大会　11勝

（8大会は県北支部代表で出場）
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長崎県軟式野球連盟福江支部 �福江軟式野球連盟 
会　長　橋口　明敏　理事長　針崎　善英　事務局長 �森　泰宏　審判部長　都々木　隆 

副会長　鍋内　秀明　副理事長　′ト田　昌広　事務局員 �荒木　善一　審判長　川崎統一郎 

顧　問　濱邁　広 �副審判長　　入　口　　誠 

道自動車整備工場
代表　道向　邦生

五島市木嶋町275－2　TEL O959－74－5559

匿乳癌㌔
モーターオフィス　　代表都々大　陸

五島市上大津町937番地　血　0959－72－6901

ラウンジ盛躇－
gi n g a

五島市江川町ll TELO959－72－4916

ぉ食事処桃太郎亭
五島市新港町10番15号　TELO959－74－3836

卵持上料享里

慧d宏麺F
五島市栄町5番地16　　TEL O959－74－1517

焼鳥＿重商
YAK工■コTOR工

五島市中央町4－17　　TEL（0959）72－7957

出逢いを大切に 真心のあつきあい

いとだスボーly
代表　磯田　敏治

五島市三尾野1丁目1－3　TEL0959－72－5016

後納推五庵阜
営業時間◎11：30～14：00　◎17：00－22：00

丘島市武家屋敷一丁日5－35　TEL O959－72－1118

粛甜靡クロ
代表取締役　オ津卓彦

五島市江川町10－10　　　TEL O959－72－5131

URL：lttp：／／Tm．Slihi一丁拍i川．COn

BAR　　　　　　ランチタイム

CHIC三三；冨享蔓；…：
高浜・玉之浦惰卜鬼岳　他にも五島の地名にちなんだカクテルを用意しておはす。

五島市末広町7－10　TEL0959－72－694・

嫁烏ム
（営業時間18：00～23：00／定休日：毎週日曜日）
五島市江川町3番地　Tm0959－74－1033

β本初／　　雷局卓効卓レンタカー

蕎比寿レンや椚一
五島市江川町10－10　Tm0959－72－6100

URL：http：／／www．saika卜yebisu．com

．ヾよき・．題甜甜会
会長　出口　俊明

五島市三尾野町266－1　TELO959－72－6184
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長崎県軟式野球連盟東彼杵支部 �東彼杵郡軟式野球協会 
会　長　中島　廣義　理事長　森　　彰夫　常任理事 �中島　　昇　審判長　　田崎　秋好 

副会長　太田　秀穂　事務局長　立山　裕次　　　〝 �前田　泰弘　副審判長　　渡辺　和巳 

顧　問　林　淳之祐　事務局次長　福田　勝也　　　〝 �得丸　和夫　会　　計　木場　健一 

有田焼・波佐見焼・陶磁器元卸

㊥有限会社大貴物流
代表取締役　太田　秀穂

汝佐見町折敷瀬郷2161－1TEL O956－26－7088

風qSfl丸4⊥⊥　P斤くフ∫′′（）P

■点dlj剛‘‘上達”を提案する野球専門店

波佐見店℡0956－85－5116　佐世保店℡0956－23－5598

長崎店℡095－801－5689

索

有限会社藍染窯
専務　樋渡　常司　　　　検索

波佐見町湯無田郷1244－5　TELO956－85－5312

損害保険代理店　　生命保険募集代理店

田株式会社スコスト知日コ
〟以汀J▲〟〟

常務取締役　福田　勝也

佐世保市城山町5番6号　℡0956－25－1661

払Iユきみ温泉「ゆうドろう」

瘍諒謹三着三台棲
総支配人

財津　康信

株式会社　はさみプロジェクト

波佐見町長野郷558－3　TELO956－76－9008

波佐見フェニックス

韓国料理呵l抽竿．

波佐見町湯無田郷779－15TELO956－85－7700

造作・家具・建具・ふすま
アルミサッシ・板ガラス 製作加工

有限会社山下木工ポ弓ス店
山下　浩光

波佐見町折敷瀬郷2113－4　TEL0956－85－2550

瞥ブーツ・〃－ン波佐見折敷瀬店
／1、柳　光徳

政佐見町折敷瀕郷1437－6　　TEL O956－85－6030

票監至芸前川技建
前川　泰士

波佐見町湯無田郷16181iL O956－85－3587

拡一考嶋計肴
波佐見町湯無田郷1021
Tel＆Fax（0956）85－2700

屋　根　工　事　業

霊芝トミショウ
代表取締役　富永　昇

波佐見町岳辺田郷141－1　TEL O956－85－7543
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～大村湾の豊かな自然と調和する企業を目指して～

コルントマテリアル長崎㈱
東彼杵郡川棚町百津郷296TELO956－82－3111

慧本品石膏輿望
代表取締役　本山　義昭

川棚町百津郷364－36　　恥（0956）82t2674

怠
NAKAMURA

中衛塗韓
1級建築施工管理士

1級塗装技能士 中村　浩一

波佐見町宿郷1285－1　℡0956－85－2280

浪瀬．畜産
東彼杵町川内郷162

トータルインテリア

椚十や美装諾芸
東彼杵町蔵本郷1836　TELO957－46－1698

東彼レンタカー　　新車・中古車販売

霊芝′サ祢諾芸
川棚町白石郷2－28　℡0956－82－5255

日用食器・業務用食器・ギフト商品

？　線這知山
WAZAN　　　　　　　代表歌碑後　席や　中村

http：／／www．wazan．ecnetjp／

波佐見町折敷瀬郷2200－1　phoneO956－85－2471

工場／倉庫　重軽量鉄骨工事　設計・施工

高島鉄工所
高島　正明

波佐見町湯無田郷708　TEL0956－85－3594

県選手権大会60年記念史の発刊おめでとうございます

芸泊芸長生苑
汝佐見町長野郷557－12　血（0956）

85－2216

85－2510

綱芳抄タ一
所　長　田　川　利　一

東彼杵町彼杵宿郷80　TEL0957－46－1488
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長崎県軟式野球連盟西海支部

西海市軟式野球連盟

加盟一般チーム （順不同）

大島ファイターズ　西海B L O OD

Z E R O J－POWERS松島

池　島　ク　ラ　ブ　大瀬戸ドリームス

長崎県軟式野球選手権大会における地区代表チ �ームの戦績 

高　島　鉱　業　所

池　島　鉱　業　所

大　瀬　戸　ク　ラ　ブ

端　　島　　炭　　鉱

西　海　棒　球　団

大島ファイターズ

電　　源　　開　　発

ハウステンボス

池　島　ク

電　々　大

全　　　大

12大会　　4勝12敗（第1回”第19回）

12大会　　4勝12敗（第20回～第40回）

10大会　　3勝10敗（第33回～第54回）

6大会　　3勝6敗（第4回～第14回）

7大会　　5勝7敗（第46回”第58回）

3大会　　2勝3敗（第53回～第56回）

3大会　　2勝3敗（第30回～第35回）

2大会　　4勝2敗（第44回～第45回）

2大会　　0勝2敗（第59回～第60回）

1大会　1勝1敗（第28回）

1大会　　0勝1敗（第26回）

59大会　28勝59敗
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