
佐世保地区 中 地 区 長崎地区 佐世保地区 中 地 区 硬　式 軟　式

中　山　軍　次 早　水　文　雄 田　川　佐　一

（長崎商業） （長崎西） （海星）

中　山　軍　次 早　水　文　雄

（長崎商業） （長崎西）

中　山　軍　次 早　水　文　雄

（長崎商業） （長崎西）

中　山　軍　次 早　水　文　雄

（長崎商業） （長崎西）

中　山　軍　次 早　水　文　雄

（長崎商業） （長崎西）

中　山　軍　次 相　葉　幸　吉

（長崎商業） （長崎商業）

中　山　軍　次 相　葉　幸　吉

（長崎商業） （長崎商業）

川　脇　仙太郎 相　葉　幸　吉

（長崎南山） （長崎商業）

川　脇　仙太郎 清　水　克　己

（長崎南山） （長崎南山）

川　脇　仙太郎 清　水　克　己

（長崎南山） （長崎南山）

小　谷　巨三郎 吉　田　隆　房

（長崎西） （長崎西）

小　谷　巨三郎 吉　田　隆　房

（長崎西） （長崎西）

小　谷　巨三郎 吉　田　隆　房

（長崎西） （長崎西）

川　上　延一郎 川　口　昭　一 原　田　公　介 佐　藤　一　弘

（海星） （海星） （長崎商業） （西海学園）

末　吉　敦　義 川　口　昭　一 原　田　公　介 佐　藤　一　弘

（海星） （海星） （長崎商業） （西海学園）

伊　藤　喜代治 原　田　公　介 川　口　昭　一 佐　藤　一　弘

（長崎商業） （長崎商業） （海星） （西海学園）

伊　藤　喜代治 原　田　公　介 川　口　昭　一 佐　藤　一　弘

（長崎商業） （長崎商業） （海星） （西海学園）

末　吉　敦　義 高　橋　一　男 鮫　島　盛　隆 川　口　昭　一 原　田　公　介 佐　藤　一　弘 田　村　一　郎 牧　島　福　十
（海星） （佐世保南） （鎮西学院） （海星） （長崎商業） （西海学園） （鎮西学院） （自営）

桝　田　洋　吉
（佐世保南）

末　吉　敦　義 高　橋　一　男 岩　永　一　俊 川　口　昭　一 原　田　公　介 佐　藤　一　弘 石　橋　郁　郎 牧　島　福　十
（海星） （佐世保南） （諫早商業） （海星） （長崎商業） （西海学園） （鎮西学院） （自営）

高　本　健　一 桝　田　洋　吉
（長崎東） （佐世保南）

伊　藤　喜代治 吉　田　隆　房 鮫　島　盛　隆 原　田　公　介 川　口　進　一 佐　藤　一　弘 田　村　一　郎 高　本　健　一 牧　島　福　十
（長崎商業） （佐世保工業） （鎮西学院） （長崎商業） （瓊浦） （西海学園） （鎮西学院） （長崎東） （自営）

岩　本　邦　郎 田　代　良　行
（長崎西） （佐世保工業）

岩　永　一　俊 江　島　勝　一 鮫　島　盛　隆 原　田　公　介 岩　本　邦　郎 田　代　良　行 古　賀　記念男 高　本　健　一 津　村　　　稔 牧　島　福　十
（長崎商業） （佐世保工業） （鎮西学院） （長崎商業） （長崎西） （佐世保工業） （鎮西学院） （長崎東） （諫早） （自営）

尾　藤　万　吉 糸　山　法　蔵
（長崎工業） （佐世保商業）

長崎県高等学校野球連盟歴代役員一覧

昭和41年 （１９６６） 28 32

昭和39年 （１９６４） 25 30

昭和40年 （１９６５） 26 32

昭和37年 （１９６２） 21 31

昭和38年 （１９６３） 22 28

昭和35年 （１９６０） 20 31

昭和36年 （１９６１） 21 28

昭和33年 （１９５８） 20 30

昭和34年 （１９５９） 20 23
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（１９５７）

昭和27年

昭和28年

昭和29年

昭和30年

昭和31年

昭和32年

昭和23年 （１９４８）

昭和24年 （１９４９）

昭和25年

昭和26年

（１９５０）

（１９５１）

年　　度 会　　長
副 会 長

理 事 長 副理事長

長崎県高等学校野球連盟結成
（４月）

昭和21年 （１９４６）

昭和22年 （１９４７）

硬式理事
会計理事 監　　査 軟式理事 顧　　問

チーム数
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長崎県高等学校野球連盟歴代役員一覧
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副 会 長
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吉　田　隆　房 豊　増　大吉郎 玉　城　亀　保 尾　藤　万　吉 川　口　昭　一 田　代　良　行 津　村　　　稔 原　田　公　介 津　村　　　稔 牧　島　福　十
（長崎工業） （佐世保商業） （諫早） （長崎工業） （海星） （佐世保工業） （諫早） （長崎商業） （諫早） （自営）

浦　　　一　則 糸　山　法　蔵 坂　口　幸　男
（長崎北） （佐世保商業） （諫早商業）

吉　田　隆　房 豊　増　大吉郎 前　川　正　夫 尾　藤　万　吉 川　口　昭　一 田　代　良　行 五　嶋　喜代司 岩　下　藤　雄 津　村　　　稔 牧　島　福　十
（長崎工業） （佐世保商業） （諫早商業） （長崎工業） （海星） （佐世保工業） （諫早） （長崎工業） （佐世保北） （自営）

浦　　　一　則 糸　山　法　蔵 坂　口　幸　男 原　田　公　介
（長崎北） （佐世保商業） （諫早商業） （長崎商業）

吉　田　隆　房 大　串　光　雄 前　川　正　夫 尾　藤　万　吉 川　口　昭　一 田　代　良　行 五　嶋　喜代司 岩　下　藤　雄 津　村　　　稔 牧　島　福　十
（長崎工業） （佐世保商業） （諫早商業） （長崎工業） （海星） （佐世保工業） （諫早） （長崎工業） （佐世保北） （自営）

浦　　　一　則 糸　山　法　蔵 坂　口　幸　男 山　川　　　淳
（長崎北） （佐世保商業） （諫早商業） （長崎工業）

津　村　　　稔 秀　山　達　也
（佐世保北） （諫早農業）

北　　　　　　昭

（佐世保市商）
吉　田　隆　房 大　串　光　雄 前　川　正　夫 尾　藤　万　吉 川　口　昭　一 田　代　良　行 五　嶋　喜代司 岩　下　藤　雄 山　川　　　淳 牧　島　福　十
（長崎工業） （佐世保商業） （諫早商業） （長崎工業） （海星） （佐世保工業） （諫早） （長崎工業） （長崎工業） （自営）

浦　　　一　則 糸山　法蔵 坂　口　幸　男 秀　山　達　也
（長崎北） （佐世保商業） （諫早商業） （諫早農業）

津　村　　　稔 北　　　　　　昭

（佐世保北） （佐世保市商）
古　川　憲　介 天満屋　常太郎 背　山　誓　嵒 浦　　　一　則 尾　藤　万　吉 田　代　良　行 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 秀　山　達　也 牧　島　福　十
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （長崎工業） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （諫早農業） （自営）

川　口　昭　一 津　村　　　稔 坂　口　幸　男 大　橋　正　直
（海星） （佐世保北） （諫早商業） （佐世保工業定時）

古　川　憲　介 兼　俵　恒　治 背　山　誓　嵒 浦　　　一　則 尾　藤　万　吉 田　代　良　行 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 秀　山　達　也 牧　島　福　十
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （長崎工業） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （諫早農業） （自営）

川　口　昭　一 津　村　　　稔 坂　口　幸　男
（海星） （佐世保北） （諫早商業）

古　川　憲　介 兼　俵　恒　治 背　山　誓　嵒 浦　　　一　則 尾　藤　万　吉 田　代　良　行 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 浦　　　一　則 牧　島　福　十
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （長崎工業） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （長崎北） （自営）

川　口　昭　一 津　村　　　稔 宮　崎　秀　樹 秀　山　達　也
（海星） （佐世保北） （鎮西学院） （諫早農業）

島　田　清　春 兼　俵　恒　治 背　山　誓　嵒 浦　　　一　則 川　口　昭　一 田　代　良　行 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 浦　　　一　則 牧　島　福　十
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （海星） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （長崎北） （自営）

山　川　　　淳 津　村　　　稔 宮　崎　秀　樹 秀　山　達　也
（長崎工業） （佐世保北） （鎮西学院） （諫早農業）

島　田　清　春 兼　俵　恒　治 上　野　弘　道 浦　　　一　則 川　口　昭　一 田　代　良　行 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 浦　　　一　則 牧　島　福　十
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （海星） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （長崎北） （自営）

山　川　　　淳 津　村　　　稔 武　久　義　廣 秀    山    達    也

（長崎工業） （佐世保北） （諫早商業） （諫早農業）
松　永　久摩男 兼　俵　恒　治 上　野　弘　道 浦　　　一　則 川　口　昭　一 田　代　良　行 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 浦　　　一　則 牧　島　福　十
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （海星） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （長崎北） （自営）

山　川　　　淳 津　村　　　稔 武　久　義　廣 萩　谷　瑞　夫
（長崎工業） （佐世保北） （諫早商業） （長崎南商業）

松　永　久摩男 畑　田　信　雄 山　口　幸　男 浦　　　一　則 川　口　昭　一 田　代　良　行 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 尾　藤　万　吉 浦　　　一　則 牧　島　福　十
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （海星） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （諫早愛野分校） （長崎北） （自営）

山　川　　　淳 津　村　　　稔 武　久　義　廣 萩　谷　瑞　夫
（長崎工業） （佐世保北） （諫早商業） （長崎南商業）

竹　辺　俊　彦
（佐世保実業）

高比良　唯　治 畑　田　信　雄 山　口　幸　男 浦　　　一　則 川　口　昭　一 得　永　祥　男 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 尾　藤　万　吉 浦　　　一　則
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （海星） （佐世保工業） （諫早） （瓊浦） （諫早愛野分校） （長崎北）

山　川　　　淳 柳　澤　邦　彦 武　久　義　廣 牧　島　福　十 萩　谷　瑞　夫
（長崎工業） （佐世保北） （諫早商業） （自営） （長崎南商業）

竹　辺　俊　彦
（佐世保実業）

（長崎国体）

（ハワイ選抜・長崎選抜親善試合）

昭和53年 （１９７８） 39 27

昭和51年 （１９７６） 35 30

昭和52年 （１９７７） 37 26

昭和49年 （１９７４） 32 30

昭和50年 （１９７５） 33 30

昭和47年 （１９７２） 31 30

昭和48年 （１９７３） 31 32

昭和45年 （１９７０） 30 32

昭和46年 （１９７１） 29 32

昭和43年 （１９６８） 26 32

昭和44年 （１９６９） 29 32

（長崎選抜沖縄遠征）

昭和42年 （１９６７） 26 32
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高比良　唯　治 畑　田　信　雄 山　口　幸　男 浦　　　一　則 川　口　昭　一 中　平　勝　利 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 尾　藤　万　吉 浦　　　一　則
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （海星） （佐世保商業） （諫早） （瓊浦） （長崎南商業） （長崎北）

山　川　　　淳 得　永　祥　男 堀　　　浩　二 牧　島　福　十 萩　谷　瑞　夫 松浦
（長崎工業） （佐世保工業） （長崎日本大学） （自営） （長崎南商業） 島原農業

柳　澤　邦　彦 対馬
（佐世保北） 硬式移行

大　平　兼　男 畑　田　信　雄 板　東　一　郎 浦　　　一　則 川　口　昭　一 中　平　勝　利 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 尾　藤　万　吉 浦　　　一　則
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎北） （海星） （佐世保商業） （諫早） （瓊浦） （長崎南商業） （長崎北）

山　川　　　淳 得　永　祥　男 堀　　　浩　二 牧　島　福　十 萩　谷　瑞　夫
（長崎工業） （佐世保工業） （長崎日本大学） （自営） （長崎南商業） 共立 高島

柳　澤　邦　彦 未加盟 未加盟
（佐世保北）

大　平　兼　男 長　野　良　助 板　東　一　郎 山　川　　　淳 川　口　昭　一 中　平　勝　利 津　村　　　稔 栗　山　幸　生 尾　藤　万　吉 山　川　　　淳
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎工業） （海星） （佐世保商業） （諫早） （瓊浦） （長崎南商業） （長崎工業）

野　田　勝　己 得　永　祥　男 堀　　　浩　二 牧　島　福　十 萩　谷　瑞　夫 長崎北陽台 長工定時
（長崎北陽台） （佐世保工業） （長崎日本大学） （自営） （長崎南商業） 新加盟 諫早愛野

大　串　末　次 浦　　　一　則 上五島 大崎
（西海学園） （小浜） 諫早農業 佐工定時

硬式移行 未加盟
大　平　兼　男 長　野　良　助 板　東　一　郎 山　川　　　淳 川　口　昭　一 中　平　勝　利 津　村　　　稔 栗　山　幸　生 尾　藤　万　吉 山　川　　　淳
（長崎北） （佐世保工業） （諫早） （長崎工業） （海星） （佐世保商業） （諫早） （瓊浦） （長崎南商業） （長崎工業）

野　田　勝　己 谷　川　成　昭 堀　　　浩　二 牧　島　福　十 萩　谷　瑞　夫
（長崎北陽台） （佐世保工業） （長崎日本大学） （自営） （長崎南商業） 国見

竹　野　米　美 浦　　　一　則 硬式移行
（佐世保西） （小浜）

有　江　正　春 畑　田　昭　義 播　摩　　　力 野　田　勝　己 栗　山　幸　生 川　口　昭　一 中　平　勝　利 津　村　　　稔 栗　山　幸　生 山　川　　　淳 野　田　勝　己
（長崎北） （佐世保商業） （諫早） （長崎北陽台） （瓊浦） （海星） （佐世保商業） （諫早） （瓊浦） （長崎南山） （長崎北陽台）

坂　田　忠　興 谷　川　成　昭 堀　　　浩　二 牧　島　福　十
（長崎南山） （佐世保工業） （長崎日本大学） （自営） 諫早東
濱　村　良　美 大　串　末　次 浦　　　一　則 新加盟
（長崎工業） （西海学園） （小浜） 口加

和　田　保　博 硬式移行
（佐世保実業）

有　江　正　春 畑　田　昭　義 播　摩　　　力 野　田　勝　己 津　村　　　稔 川　口　昭　一 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 栗　山　幸　生 山　川　　　淳 野　田　勝　己 栗　山　幸　生
（長崎北） （佐世保商業） （諫早） （長崎北陽台） （諫早） （海星） （佐世保商業） （長崎日本大学） （瓊浦） （長崎南山） （長崎北陽台） （瓊浦）

浦　　　一　則 谷　川　成　昭 小　柳　淳一郎 牧　島　福　十 長崎南
（長崎南商業） （佐世保工業） （諫早商業） （自営） 島原南 球育賞の
坂　田　忠　興 大　串　末　次 新加盟 始まり
（長崎南山） （西海学園） 五島商業
濱　村　良　美 和　田　保　博 上対馬
（長崎工業） （佐世保実業） 硬式移行

有　江　正　春 木　戸　純一郎 播　摩　　　力 野　田　勝　己 津　村　　　稔 川　口　昭　一 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 栗　山　幸　生 山　川　　　淳 野　田　勝　己 栗　山　幸　生
（長崎北） （佐世保商業） （諫早） （長崎北陽台） （諫早） （海星） （佐世保商業） （長崎日本大学） （瓊浦） （長崎南山） （長崎北陽台） （瓊浦）

浦　　　一　則 田　代　良　行 小　柳　淳一郎 牧　島　福　十
（長崎南商業） （佐世保工業） （諫早商業） （自営） ろう
坂　田　忠　興 泉　　　理　章 未加盟
（長崎南山） （猶興館）
武　久　義　廣 和　田　保　博

（長崎南） （佐世保実業）
田　中　重　正 木　戸　純一郎 岸　　　忠　行 野　田　勝　己 津　村　　　稔 川　口　昭　一 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 栗　山　幸　生 山　川　　　淳 野　田　勝　己 栗　山　幸　生
（長崎北陽台） （佐世保商業） （諫早） （長崎北陽台） （諫早） （海星） （佐世保商業） （長崎日本大学） （瓊浦） （長崎南山） （長崎北陽台） （瓊浦）

浦　　　一　則 田　代　良　行 山　下　長　栄 牧　島　福　十
（長崎南商業） （佐世保工業） （諫早商業） （自営）
坂　田　忠　興 泉　　　理　章 中五島 島原工業
（長崎南山） （猶興館） 硬式移行 新加盟
高　木　彦　臣 和　田　保　博

（野母崎） （佐世保実業）

昭和61年 （１９８６） 54 12

昭和59年 （１９８４） 53 13

昭和60年 （１９８５） 53 13

昭和57年 （１９８２） 46 18

昭和58年 （１９８３） 48 16

昭和55年 （１９８０） 41 24

昭和56年 （１９８１） 44 19

昭和54年 （１９７９） 42 23



佐世保地区 中 地 区 長崎地区 佐世保地区 中 地 区 硬　式 軟　式

長崎県高等学校野球連盟歴代役員一覧

年　　度 会　　長
副 会 長

理 事 長 副理事長
硬式理事
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松　本　哲　夫 木　戸　純一郎 岸　　　忠　行 津　村　　　稔 坂　田　忠　興 川　口　昭　一 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 栗　山　幸　生 山　川　　　淳 津　村　　　稔 栗　山　幸　生
（長崎北陽台） （佐世保商業） （諫早） （諫早） （長崎南山） （海星） （佐世保商業） （長崎日本大学） （瓊浦） （長崎南山） （諫早） （瓊浦）

浦　　　一　則 田　代　良　行 山　下　長　栄 牧　島　福　十
（長崎南商業） （佐世保工業） （諫早商業） （自営）
高　木　彦　臣 泉　　　理　章 西陵

（野母崎） （猶興館） 新加盟
桑　原　清　弘 和　田　保　博
（長崎工業） （佐世保実業）

松　本　哲　夫 山　下　英　樹 岸　　　忠　行 津　村　　　稔 坂　田　忠　興 川　口　昭　一 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 栗　山　幸　生 山　川　　　淳 津　村　　　稔 栗　山　幸　生
（長崎北陽台） （佐世保商業） （諫早） （諫早） （長崎南山） （海星） （佐世保商業） （長崎日本大学） （瓊浦） （長崎南山） （諫早） （瓊浦）

高　木　彦　臣 田　代　良　行 山　下　長　栄 牧　島　福　十 浦　　　一　則
（野母崎） （佐世保工業） （諫早商業） （自営） （自営） 創成館 高島

桑　原　清　弘 泉　　　理　章 新加盟 未加盟
（長崎工業） （猶興館） 島原工業
久布白　　　洋 和　田　保　博 硬式移行

（長崎西） （佐世保実業）
斎　藤　　　実 山　下　英　樹 長　嶺　　　洋 津　村　　　稔 坂　田　忠　興 川　口　昭　一 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 浜　里　亮　輔 山　川　　　淳 津　村　　　稔
（長崎北陽台） （佐世保商業） （諫早） （諫早） （長崎南山） （海星） （佐世保商業） （長崎日本大学） （長崎商業） （長崎南山） （諫早）

高　木　彦　臣 田　代　良　行 山　下　長　栄 浦　　　一　則
（野母崎） （佐世保工業） （諫早商業） （自営）

桑　原　清　弘 石　部　邦　昭
（長崎工業） （佐世保西）
久布白　　　洋 針　浦　周一郎

（長崎西） （西海学園）
斎　藤　　　実 山　下　英　樹 長　嶺　　　洋 津　村　　　稔 坂　田　忠　興 桑　原　清　弘 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 浜　里　亮　輔 栗　山　幸　夫 津　村　　　稔 川　口　昭　一
（長崎北陽台） （佐世保商業） （諫早） （諫早） （長崎南山） （長崎工業） （佐世保商業） （長崎日本大学） （長崎商業） （瓊浦） （諫早） （海星）

久布白　　　洋 田　代　良　行 山　下　長　栄 浦　　　一　則
（長崎西） （佐世保工業） （諫早商業） （自営） 平戸

田　原　幸　忠 宇久
（佐世保南） 硬式移行

針　浦　周一郎
（西海学園）

田　中　哲　人 坂　井　　　光 庄　司　真　平 津　村　　　稔 坂　田　忠　興 桑　原　清　弘 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 浜　里　亮　輔 栗　山　幸　夫 津　村　　　稔 川　口　昭　一
（長崎北陽台） （佐世保商業） （諫早） （諫早） （長崎南山） （長崎工業） （佐世保商業） （長崎日本大学） （長崎商業） （瓊浦） （諫早） （海星）

久布白　　　洋 田　代　良　行 山　下　長　栄 浦　　　一　則
（長崎西） （佐世保工業） （諫早商業） （自営）

岩　坪　英　亮
（佐世保北）

田　中　信　孝
（佐世保実業）

上　田　康　士 坂　井　　　光 庄　司　真　平 野　田　勝　己 坂　田　忠　興 中　野　千　秋 中　平　勝　利 堀　　　浩　二 浜　里　亮　輔 栗　山　幸　夫 野　田　勝　己 川　口　昭　一
（長崎北陽台） （佐世保商業） （諫早） （長崎北） （長崎南山） （瓊浦） （佐世保商業） （長崎日本大学） （長崎商業） （瓊浦） （長崎北） （海星）

濱　村　良　美 千　綿　勝　彦 山　下　長　栄 浦　　　一　則 津　村　　　稔
（野母崎） （佐世保工業） （諫早商業） （自営） （長崎日本大学）

長　島　謙　二 倉　岡　博　之 田　代　良　行
（佐世保西） （諫早） （佐世保工業）

田　中　信　孝
（佐世保実業）

上　田　康　士 山　崎　政　之 庄　司　真　平 野　田　勝　己 坂　田　忠　興 中　野　千　秋 中　平　勝　利 山　下　長　栄 浜　里　亮　輔 栗　山　幸　夫 野　田　勝　己 川　口　昭　一
（長崎北陽台） （北松南） （諫早） （長崎北） （長崎南山） （瓊浦） （北松南） （諫早商業） （長崎商業） （瓊浦） （長崎北） （自宅）

濱　村　良　美 千　綿　勝　彦 倉　岡　博　之 浦　　　一　則 津　村　　　稔
（野母崎） （佐世保工業） （諫早） （自営） （長崎日本大学） 琴海

長　島　謙　二 野　中　紀久蔵 田　代　良　行 新加盟
（佐世保西） （創成館） （佐世保工業）

針　浦　周一郎
（西海学園）

平成４年 （１９９２） 59 8

平成５年 （１９９３） 60 8

平成２年 （１９９０） 59 8

平成３年 （１９９１） 59 8

昭和63年 （１９８８） 57 10

平成元年 （１９８９） 57 10

昭和62年 （１９８７） 55 12



佐世保地区 中 地 区 長崎地区 佐世保地区 中 地 区 硬　式 軟　式

長崎県高等学校野球連盟歴代役員一覧

年　　度 会　　長
副 会 長

理 事 長 副理事長
硬式理事

会計理事 監　　査 軟式理事 顧　　問
チーム数

上　田　康　士 山　崎　政　之 松　添　俊　一 野　田　勝　己 中　野　千　秋 濱　村　良　美 中　平　勝　利 山　下　長　栄 西　口　博　之 栗　山　幸　夫 野　田　勝　己 浦　　　一　則
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （長崎北） （瓊浦） （野母崎） （北松南） （諫早商業） （長崎商業） （瓊浦） （諫早） （瓊浦）

長　島　謙　二 千　綿　勝　彦 倉　岡　博　之 川　口　昭　一 津　村　　　稔
（長崎東） （佐世保工業） （諫早） （自宅） （長崎日本大学）

公　文　健　一 野　中　紀久蔵 田　代　良　行
（松浦） （創成館） （自宅）

古　布　　　淳 重　藤　千　秋 堀　　　浩　二
（西海学園） （島原農業） （自宅）

上　田　康　士 大　浦　健　吉　森　　　孝　友　野　田　勝　己 中　野　千　秋 濱　村　良　美 中　平　勝　利 山　下　長　栄 千　綿　勝　彦 栗　山　幸　夫 野　田　勝　己 浦　　　一　則
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （長崎北） （瓊浦） （野母崎） （北松南） （諫早商業） （佐世保工業） （瓊浦） （諫早） 九州地区顧問（自宅）

長　島　謙　二 公　文　健　一 倉　岡　博　之 川　口　昭　一 津　村　　　稔
（長崎東） （松浦） （諫早） （自宅） （長崎日本大学） 猶興館

古　布　　　淳 野　中　紀久蔵 田　代　良　行 大島分校
（西海学園） （創成館） （自宅） 未加盟

重　藤　千　秋 堀　　　浩　二
（島原農業） （自宅）

植　木　良　一 大　浦　健　吉　森　　　孝　友　野　田　勝　己 中　野　千　秋 濱　村　良　美 中　平　勝　利 野　中　紀久蔵 千　綿　勝　彦 津　村　　　稔 野　田　勝　己 浦　　　一　則
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （長崎北） （瓊浦） （野母崎） （北松南） （創成館） （猶興館） （長崎日本大学） （諫早） 九州地区顧問（自宅）

長　島　謙　二 公　文　健　一 重　藤　千　秋 田　代　良　行 山　下　長　栄
（長崎東） （松浦） （島原農業） （自宅） （県立体育館）

高　木　彦　臣 井　上　慶　希 川　添　哲　雄
（長崎北陽台） （佐世保実業） （西陵）

角　西　政　信
（諫早商業）

植　木　良　一 大　浦　健　吉 竹　末　博　和 野　田　勝　己 中　野　千　秋 長　島　謙　二 中　平　勝　利 野　中　紀久蔵 千　綿　勝　彦 津　村　　　稔 野　田　勝　己 浦　　　一　則
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （諫早） （瓊浦） （長崎東） （佐世保商業） （創成館） （猶興館） （長崎日本大学） （諫早） 九州地区顧問（自宅）

高　木　彦　臣 今　村　征　賀 重　藤　千　秋 田　代　良　行 山　下　長　栄
（長崎北陽台） （佐世保南） （島原農業） （自宅） （県営野球場）
山　崎　　　薫 井　上　慶　希 川　添　哲　雄

（琴海） （佐世保実業） （西陵）
角　西　政　信
（諫早商業）

山　本　章　二 中　西　俊　雄 竹　末　博　和 野　田　勝　己 中　野　千　秋 長　島　謙　二 中　平　勝　利 野　中　紀久蔵 千　綿　勝　彦 津　村　　　稔 野　田　勝　己 浦　　　一　則
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （諫早） （瓊浦） （長崎東） （佐世保商業） （創成館） （猶興館） （長崎日本大学） （諫早） 九州地区顧問（自宅）

高　木　彦　臣 今　村　征　賀 重　藤　千　秋 田　代　良　行 山　下　長　栄
（長崎北陽台） （佐世保南） （国見） （自宅） （県営野球場）
山　崎　　　薫 井　上　慶　希 川　添　哲　雄
（長崎明誠） （佐世保実業） （西陵）
辻　　　勝　義 武　久　義　廣
（長崎商業） （川棚）

山　本　章　二 中　西　俊　雄 竹　末　博　和 野　田　勝　己 中　野　千　秋 長　島　謙　二 井　上　慶　希 重　藤　千　秋 千　綿　勝　彦 津　村　　　稔 野　田　勝　己 田　代　良　行
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （諫早） （瓊浦） （長崎東） （佐世保実業） （国見） （猶興館） （長崎日本大学） （諫早） 九州地区顧問（自宅）

中　平　勝　利 高　木　彦　臣 公　文　健　一 武　久　義　廣 田　代　良　行 山　下　長　栄
（佐世保商業） （長崎北陽台） （佐世保北） （川棚） （自宅） （県営野球場） 松浦
角　西　政　信 辻　　　勝　義 木　寺　賢　二 池　田　祐　二 鷹島分校
（諫早商業） （長崎商業） （鹿町工業） （諫早農業） 未加盟

福　本　哲　也
（長崎南）

山　本　章　二 中　西　俊　雄 酒　井　勝　記 野　田　勝　己 中　野　千　秋 長　島　謙　二 木　寺　賢　二 重　藤　千　秋 千　綿　勝　彦 津　村　　　稔 野　田　勝　己 田　代　良　行
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （諫早） （瓊浦） （長崎東） （鹿町工業） （国見） （猶興館） （長崎日本大学） （諫早） 九州地区顧問（自宅）

公　文　健　一 高　木　彦　臣 宮　原　寛　爾 武　久　義　廣 田　代　良　行 山　下　長　栄
（佐世保北） （長崎北陽台） （佐世保工業） （川棚） （自宅） （県営野球場）
角　西　政　信 辻　　　勝　義 今　里　文　昭 池　田　祐　二
（諫早商業） （長崎商業） （西海学園） （諫早農業）

福　本　哲　也
（長崎南）

中　平　勝　利
（長崎南商業）

平成１０年 （１９９８）

平成８年 （１９９６）

平成１２年 （２０００） 60 6

60 7

平成１１年 （１９９９） 60 6

60 7

平成９年 （１９９７） 60 7

平成６年 （１９９４） 60 8

平成７年 （１９９５） 60 7
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山　本　章　二 川　瀬　長　久 酒　井　勝　記 中　平　勝　利 中　野　千　秋 長　島　謙　二 木　寺　賢　二 重　藤　千　秋 千　綿　勝　彦 津　村　　　稔 中　平　勝　利 野　田　勝　己
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （長崎南商業） （瓊浦） （長崎東） （鹿町工業） （国見） （猶興館） （自宅） （長崎南商業） 九州地区顧問（諫早）

公　文　健　一 福　本　哲　也 宮　原　寛　爾 古　賀　　　仁 田　代　良　行 山　下　長　栄
（佐世保北） （長崎南） （佐世保工業） （諫早商業） （自宅） （県営野球場）
池　田　祐　二 辻　　　勝　義 今　里　文　昭 岡　　　裕　之
（諫早農業） （長崎商業） （西海学園） （大村）

山　本　章　二 川　瀬　長　久 酒　井　勝　記 中　平　勝　利 中　野　千　秋 長　島　謙　二 木　寺　賢　二 重　藤　千　秋 辻　　　勝　義 津　村　　　稔 中　平　勝　利 野　田　勝　己
（長崎北陽台） （北松南） （諫早商業） （長崎南商業） （瓊浦） （長崎東） （鹿町工業） （国見） （長崎商業） （自宅） （長崎南商業） 九州地区顧問（諫早）

公　文　健　一 福　本　哲　也 宮　原　寛　爾 古　賀　　　仁 田　代　良　行 山　下　長　栄
（佐世保北） （長崎南） （佐世保工業） （諫早商業） （自宅） （県営野球場） 長崎水産
池　田　祐　二 井　上　慶　希 渡　瀬　　　尚 千　綿　勝　彦 新加盟
（諫早農業） （佐世保実業） （長崎日本大学） （佐世保南）

花　岡　　　哲 川　瀬　長　久 酒　井　勝　記 中　平　勝　利 中　野　千　秋 長　島　謙　二 井　上　慶　希 北　島　弘　道 辻　　　勝　義 津　村　　　稔 池　田　祐　二 津　村　　　稔
（長崎北陽台） （清峰） （諫早商業） （長崎北陽台） （瓊浦） （長崎東） （佐世保実業） （島原） （長崎商業） （自宅） （北松農業） 九州地区顧問（諫早）

古　賀　　　仁 福　本　哲　也 藤　武　　　透 富　永　龍太郎 田　代　良　行 田　代　良　行
（諫早商業） （長崎南） （佐世保工業） （諫早農業） （自宅） （自宅）
公　文　健　一 辻　　　勝　義 藤　井　二　郎 渡　瀬　　　尚 山　下　長　栄
（佐世保北） （長崎商業） （佐世保商業） （長崎日本大学） （県営野球場）

黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦
（長崎水産） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

花　岡　　　哲 川　瀬　長　久 中　野　　　勝 中　平　勝　利 福　本　哲　也 長　島　謙　二 井　上　慶　希 北　島　弘　道 辻　　　勝　義 津　村　　　稔 池　田　祐　二 津　村　　　稔
（長崎北陽台） （清峰） （諫早商業） （長崎北陽台） （長崎南） （長崎東） （佐世保実業） （島原） （長崎商業） （自宅） （北松農業） 九州地区顧問（諫早）

古　賀　　　仁 辻　　　勝　義 公　文　健　一 富　永　龍太郎 田　代　良　行 田　代　良　行
（諫早商業） （長崎商業） （佐世保北） （諫早農業） （自宅） （自宅） 富江
松　村　　　泉 黒　江　英　樹 藤　武　　　透 塩　田　浩　祐 山　下　長　栄 硬式移行

（波佐見） （長崎水産） （佐世保工業） （大村） （県営野球場）
布志木　信　晴 堀　本　雄　二 千　綿　勝　彦
（長崎南山） （佐世保西） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

花　岡　　　哲 松　瀬　太　郎 中　野　　　勝 角　西　政　信 福　本　哲　也 阪　上　英　俊 公　文　健　一 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 山　下　長　栄 池　田　祐　二 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （諫早商業） （長崎北陽台） （長崎南） （長崎工業） （佐世保北） （島原） （長崎水産） （県営野球場） （北松農業） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

古　賀　　　仁 嶋　田　佳　行 松　村　　　泉 富　永　龍太郎 千　綿　勝　彦 山　下　長　栄
（諫早商業） （長崎北） （波佐見） （諫早農業） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室） （県営野球場）
藤　武　　　透 黒　江　英　樹 堀　本　雄　二 塩　田　浩　祐 千　綿　勝　彦
（佐世保工業） （長崎水産） （佐世保西） （大村） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

布志木　信　晴 小佐々　　　武
（長崎南山） （西海学園）

財　　　修　一 松　瀬　太　郎 中　野　　　勝 角　西　政　信 福　本　哲　也 阪　上　英　俊 公　文　健　一 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 山　下　長　栄 池　田　祐　二 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （諫早商業） （長崎北陽台） （長崎南） （長崎工業） （佐世保北） （島原） （大村定時） （自宅） （北松農業） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

古　賀　　　仁 嶋　田　佳　行 米　田　一　夫 富　永　龍太郎 千　綿　勝　彦 山　下　長　栄
（諫早商業） （長崎北） （佐世保商業） （諫早農業） （自宅） （自宅） 長崎南商
藤　武　　　透 布志木　信　晴 西　村　元　之 塩　田　浩　祐 千　綿　勝　彦 未加盟
（佐世保工業） （長崎南山） （西海学園） （大村） （自宅）

財　　　修　一 松　瀬　太　郎 中　村　直　行 角　西　政　信 嶋　田　佳　行 阪　上　英　俊 公　文　健　一 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 山　下　長　栄 池　田　祐　二 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （諫早商業） （長崎北陽台） （長崎北） （長崎工業） （佐世保北） （島原） （大村定時） （自宅） （北松農業） 九州地区顧問

古　賀　　　仁 藤　原　勝　志 米　田　一　夫 富　永　龍太郎 千　綿　勝　彦 （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

（諫早商業） （長崎西） （佐世保商業） （諫早農業） （自宅） 山　下　長　栄
藤　武　　　透 布志木　信　晴 井　上　慶　希 手　束　昭　仁 （自宅）
（佐世保工業） （長崎南山） （佐世保実業） （国見） 千　綿　勝　彦

（自宅）
平　倉　　　充 松　瀬　太　郎 中　村　直　行 角　西　政　信 阪　上　英　俊 藤　原　勝　志 米　田　一　夫 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦 池　田　祐　二 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （諫早商業） （長崎北陽台） （長崎工業） （長崎西） （佐世保商業） （島原） （大村定時） （自宅） （北松農業） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

古　賀　　　仁 布志木　信　晴 井　上　慶　希 富　永　龍太郎 千　綿　勝　彦
（諫早商業） （長崎南山） （佐世保実業） （諫早農業） （自宅） 豊玉
藤　武　　　透 松　尾　健　司 山　口　貴　明 手　束　昭　仁 未加盟
（佐世保工業） （長崎北陽台） （佐世保南） （国見）

井　手　英　介 嶋　田　佳　行
（清峰） （西陵）

私立学校
古　峨　和　之

（瓊浦）

61

永　山　　誠
（長崎南山）

私立学校
永　山　　誠
（長崎南山）

私立学校
永　山　　誠
（長崎南山）

私立学校
永　山　　誠

平成２０年 （２００８）

平成１８年 （２００６）

平成１６年

平成１４年 （２００２）

4

61 5

平成１９年 （２００７） 61 5

（２００４） 62 5

平成１７年 （２００５） 62 5

（長崎南山）

私立学校

61 6

平成１５年 （２００３） 61 6

平成１３年 （２００１） 60 6
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平　倉　　　充 山川和則 長嶋三成 角　西　政　信 松　尾　健　司 古　賀　　仁 松　邨　保　久 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦 池　田　祐　二 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （長崎北陽台） （長崎商業） （佐世保工業） （島原） （大村定時） （自宅） （北松農業） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

嶋　田　佳　行 光　岡　剛　広 河　邉　　浩 富　永　龍太郎 千　綿　勝　彦
（西陵） （海星） （西海学園） （諫早農業） （自宅） 九州文化

公　文　健　一 岡　　裕　之 山　口　貴　明 手　束　昭　仁 阪　上　英　俊 新加盟
（松浦） （長崎北） （佐世保南） （国見） （自宅）

井　手　英　介
（清峰）

平　倉　　　充 山川和則 宮内博巳 角　西　政　信 松　尾　健　司 古　賀　　仁 大　平　好　海 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦 角　西　政　信 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （長崎北陽台） （長崎商業） （佐世保工業） （島原） （大村定時） （自宅） （長崎北陽台） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

嶋　田　佳　行 光　岡　剛　広 河　邉　　浩 富　永　龍太郎 千　綿　勝　彦
（西陵） （海星） （西海学園） （諫早農業） （自宅） 松浦東

公　文　健　一 岡　　裕　之 山　口　貴　明 手　束　昭　仁 阪　上　英　俊 未加盟
（松浦） （長崎北） （佐世保南） （国見） （自宅）

井　手　英　介 池　田　祐　二
（清峰） （島原農業）

平　倉　　　充 溜　美恵子 宮内博巳 角　西　政　信 松　尾　健　司 古　賀　　仁 大　平　好　海 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦 須　賀　孝　一 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （長崎北陽台） （長崎商業） （佐世保工業） （島原） （波佐見） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室） （五島南） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室）

嶋　田　佳　行 光　岡　剛　広 橋之口　裕　太 富　永　龍太郎 千　綿　勝　彦
（西陵） （海星） （九州文化学園） （諫早農業） （県北ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室） 野母崎

公　文　健　一 岡　　裕　之 山　口　貴　明 手　束　昭　仁 富江
（松浦） （長崎北） （佐世保南） （国見） 未加盟

前　田　耕　平 井　手　英　介 池　田　祐　二
（長崎西） （清峰） （島原農業）

小　村　員　壽 藤　原　勝　志
（長崎明誠） （諫早東）

富永　　　亨 溜　美恵子 宮内博巳 角　西　政　信光　岡　剛　広　 古　賀　　仁 大　平　好　海 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦 角　西　政　信 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （海星） （長崎商業） （佐世保工業） （島原） （波佐見） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

嶋　田　佳　行 松　尾　健　司 橋之口　裕　太 手　束　昭　仁 千　綿　勝　彦
（西陵） （長崎北陽台） （九州文化学園） （国見） （自宅） 中五島

公　文　健　一 岡　　裕　之 山　口　貴　明 池　田　祐　二 宇久
（松浦） （長崎北） （佐世保南） （島原農業） 未加盟

前　田　耕　平 井　手　英　介 藤　原　勝　志
（長崎西） （清峰） （諫早東）

富永　　　亨 溜　美恵子 石見　　茂 角　西　政　信光　岡　剛　広　 古　賀　　仁 小　村　員　壽 北　島　弘　道 黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦 角　西　政　信 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （海星） （長崎商業） （佐世保北） （島原） （波佐見） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

嶋　田　佳　行 松　尾　健　司 高　田　洋　介 手　束　昭　仁 千　綿　勝　彦
（西陵） （長崎北陽台） （佐世保実業） （国見） （自宅） 創成館

公　文　健　一 山　口　貴　明 野　口　貴　史 池　田　祐　二 藤　武　　　透 新加盟
（松浦） （長崎北） （佐世保西） （島原農業） （佐世保工業）

前　田　耕　平 藤　田　一　海 藤　原　勝　志
（長崎西） （清峰） （諫早東）

大楽院　弘　季
（鹿町工業）

富永　　　亨 井上　龍二 石見　　茂 角　西　政　信 光　岡　剛　広 古　賀　　仁 小　村　員　壽 池　田　祐　二 黒　江　英　樹 千　綿　勝　彦 角　西　政　信 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （海星） （長崎商業） （佐世保北） （島原農業） （波佐見） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

嶋　田　佳　行 松　尾　健　司 橋之口　裕　太 手　束　昭　仁 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（西陵） （長崎北陽台） （九州文化学園） （国見） （島原） （自宅） 佐世保東翔

公　文　健　一 山　口　貴　明 野　口　貴　史 大小瀬　格　二 藤　武　　　透 未加盟
（松浦） （長崎北） （佐世保西） （小浜） （佐世保工業）

前　田　耕　平 藤　田　一　海 末　若　祐　也 北　島　弘　道
（長崎西） （清峰） （創成館） （島原）

山　口　一　守 大楽院　弘　季
（長崎東） （鹿町工業）

（瓊浦）

平成２４年 （２０１２） 58 3

私立学校
宮　崎　芳　之

平成２３年 （２０１１） 60 3

私立学校
古　峨　和　之

（瓊浦）

私立学校
古　峨　和　之

（瓊浦）

62

（瓊浦）

3

私立学校
古　峨　和　之

平成２２年 （２０１０）

平成２１年 （２００９） 62 4

（瓊浦）

平成２５年 （２０１３） 58 4

私立学校
宮　崎　芳　之

（瓊浦）

平成２６年 （２０１４） 57 4

私立学校
宮　崎　芳　之



佐世保地区 中 地 区 長崎地区 佐世保地区 中 地 区 硬　式 軟　式

長崎県高等学校野球連盟歴代役員一覧

年　　度 会　　長
副 会 長

理 事 長 副理事長
硬式理事

会計理事 監　　査 軟式理事 顧　　問
チーム数

野　中　光　治 井上　龍二 石見　　茂 黒　江　英　樹 光　岡　剛　広 山　口　貴　明 小　村　員　壽 手　束　昭　仁 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （海星） （長崎北） （佐世保北） （国見） （島原農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

嶋　田　佳　行 山　口　一　守 野　口　貴　史 大小瀬　格　二 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（西陵） （長崎東） （佐世保西） （小浜） （島原） （自宅） 長崎玉成

岡　　　裕　之 山　崎　　　薫 手　島　裕　詞 古　賀　　　仁 藤　武　　　透 新加盟
（清峰） （西彼杵） （佐世保高専） （諫早商業） （佐世保工業）

末　永　康　一 田　中　利　治 松　尾　健　司 北　島　弘　道
（長崎工業） （佐世保商業） （大村） （島原）

中　村　　　晋 末　若　祐　也
（猶興館） （創成館）

浦　川　祐　伯
（佐世保実業）

野　中　光　治 井上　龍二 石見　　茂 黒　江　英　樹 光　岡　剛　広 山　口　貴　明 小　村　員　壽 手　束　昭　仁 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （海星） （長崎北） （佐世保北） （国見） （島原農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

嶋　田　佳　行 山　口　一　守 野　口　貴　史 大小瀬　格　二 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（西陵） （長崎東） （松浦） （小浜） （島原） （自宅）

岡　　　裕　之 山　崎　　　薫 手　島　裕　詞 古　賀　　　仁 藤　武　　　透
（清峰） （長崎明誠） （佐世保高専） （諫早商業） （佐世保工業）

藤　本　利　治 田　中　利　治 松　尾　健　司 北　島　弘　道
（長崎工業） （佐世保商業） （大村） （島原）

前　田　悠　太 林　田　大　輔
（猶興館） （創成館）

浦　川　祐　伯
（佐世保実業）

野　中　光　治 小　柳　庸　一 石見　　茂 黒　江　英　樹 山　口　貴　明 山　崎　　　薫 小　村　員　壽 松　尾　健　司 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 中　平　勝　利
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （長崎北） （長崎明誠） （佐世保北） （大村） （島原農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

嶋　田　佳　行 山　口　一　守 野　口　貴　史 古　賀　　　仁 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（西陵） （長崎東） （松浦） （諫早商業） （島原） （自宅）

岡　　　裕　之 藤　本　利　治 松　田　健　佑 大小瀬　格　二 藤　武　　　透
（清峰） （長崎工業） （佐世保南） （小浜） （佐世保工業）

森　髙　康　信 村　田　恒　輝 手　束　昭　仁 北　島　弘　道
（瓊浦） （九州文化） （国見） （島原）

林　田　大　輔
（創成館）

野　中　光　治 小　柳　庸　一 森　　　　彰 黒　江　英　樹 藤　本　利　治 山　崎　　　薫 松　田　健　佑 嶋　田　佳　行 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 角　西　政　信
（長崎北陽台） （清峰） （西陵） （長崎北陽台） （長崎工業） （長崎明誠） （佐世保南） （西陵） （諌早農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

大小瀬　格　二 山　口　一　守 山　田　康　晃 古　賀　　　仁 野　口　貴　史 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（小浜） （長崎東） （鹿町工業） （諫早商業） （松浦） （島原） （自宅）

岡　　　裕　之 矢ヶ部　和　洋 村　田　恒　輝 手　束　昭　仁 藤　武　　　透
（清峰） （長崎北） （九州文化） （国見） （佐世保工業）

森　髙　康　信 林　田　大　輔 北　島　弘　道
（瓊浦） （創成館） （自宅）

西　田　哲　也 上　田　　克 森　　　　彰 黒　江　英　樹 藤　本　利　治 山　崎　　　薫 金　柿　明　生 嶋　田　佳　行 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 角　西　政　信
（長崎北陽台） （波佐見） （西陵） （長崎北陽台） （長崎工業） （長崎明誠） （佐世保西） （西陵） （諌早農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

（平成31年） 古　賀　　　仁 山　口　一　守 倉　岡　雅　司 手　束　昭　仁 野　口　貴　史 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（諌早商業） （長崎東） （鹿町工業） （国見） （松浦） （自宅） （自宅）
米　田　一　夫 大小瀬　格　二 江　口　真　矩 林　田　大　輔 藤　武　　　透

（波佐見） （長崎北陽台） （猶興館） （創成館） （佐世保工業）
吉　村　義　則 森　下　典　宏 北　島　弘　道
（長崎南山） （西海学園） （自宅）
村　上　　　陵
（長崎南山）

（瓊浦）

平成２９年 （２０１７） 57 5

私立学校
宮　崎　芳　之

（瓊浦）

平成２８年 （２０１６） 57 5

私立学校
宮　崎　芳　之

（瓊浦）

平成３０年 （２０１８） 57 5

私立学校
宮　崎　芳　之

（瓊浦）

平成２７年 （２０１５） 57 5

私立学校
宮　崎　芳　之

（瓊浦）

令和元年 （２０１９） 57 4

私立学校
宮　崎　芳　之



佐世保地区 中 地 区 長崎地区 佐世保地区 中 地 区 硬　式 軟　式

長崎県高等学校野球連盟歴代役員一覧

年　　度 会　　長
副 会 長

理 事 長 副理事長
硬式理事

会計理事 監　　査 軟式理事 顧　　問
チーム数

西　田　哲　也 上　田　　克 田　中　健　司 黒　江　英　樹 藤　本　利　治 山　崎　　　薫 吉　永　大　起 嶋　田　佳　行 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 角　西　政　信
（長崎北陽台） （波佐見） （西陵） （長崎北陽台） （長崎工業） （長崎明誠） （佐世保西） （西陵） （諌早農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

古　賀　　　仁 山　口　一　守 土　橋　智　和 田　中　秀　和 野　口　貴　史 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（国見） （長崎東） （佐世保商） （諫早） （松浦） （自宅） （自宅） 北松西 創成館

米　田　一　夫 大小瀬　格　二 江　口　真　矩 下　野　研　児 藤　武　　　透 未加盟 未加盟
（波佐見） （長崎北陽台） （猶興館） （創成館） （佐世保工業）

吉　村　義　則 森　下　典　宏 山　内　徹　也 北　島　弘　道
（長崎南山） （西海学園） （鎮西学院） （自宅）
村　上　　　陵
（長崎南山）

山　口　千　樹 桑　原　鉄　次 山　口　朋　之 黒　江　英　樹 藤　本　利　治 山　崎　　　薫 小　森　修　一 嶋　田　佳　行 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 角　西　政　信
（長崎北陽台） （波佐見） （国見） （長崎北陽台） （長崎工業） （長崎明誠） （佐世保南） （大村工） （諌早農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

古　賀　　　仁 山　口　一　守 土　橋　智　和 小　宮　健　市 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（国見） （長崎東） （佐世保商） （川棚） （自宅） （自宅）

米　田　一　夫 大小瀬　格　二 江　口　真　矩 田　中　秀　和 藤　武　　　透
（波佐見） （長崎北陽台） （猶興館） （諫早） （佐世保工業）

濵　﨑　紀　充 田　中　輝　一 下　野　研　児 北　島　弘　道
（海星） （佐世保北） （創成館） （自宅）

青　島　立　弥
（鹿町工業）

中　村　道　雄
（佐世保実）

山　口　千　樹 永　田　英　樹 白　石　邦　俊 黒　江　英　樹 藤　本　利　治 山　崎　　　薫 小　森　修　一 小　宮　健　市 池　田　祐　二 千　綿　勝　彦 黒　江　英　樹 角　西　政　信
（長崎北陽台） （波佐見） （国見） （長崎北陽台） （長崎工業） （長崎明誠） （佐世保南） （川棚） （諌早農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

古　賀　　　仁 山　口　一　守 森　下　浩　二 田　中　秀　和 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（国見） （長崎東） （佐世保高専） （諫早） （自宅） （自宅）

米　田　一　夫 大小瀬　格　二 江　口　真　矩 皆良田　一　輝 藤　武　　　透
（波佐見） （長崎北陽台） （猶興館） （島原農業） （佐世保工業）

濵　﨑　紀　充 木　寺　賢　二 松　尾　広　大 北　島　弘　道
（海星） （佐世保北） （島原工牛） （自宅）

青　島　立　弥 山　内　徹　也 嶋　田　佳　行
（鹿町工業） （長崎日大） （大村工）

太　田　健　斗
（佐世保実）

大　川　周　一 永　田　英　樹 白　石　邦　俊 黒　江　英　樹 山　口　一　守 藤　本　利　治 木　寺　賢　二 小　宮　健　市 池　田　祐　二 角　西　政　信 黒　江　英　樹 角　西　政　信
（長崎北陽台） （波佐見） （国見） （長崎北陽台） （長崎東） （長崎北陽台） （佐世保北） （川棚） （諌早農業） （自宅） （長崎北陽台） （自宅）

古　賀　　　仁 金　柿　明　生 中　島　詠　太 田　中　秀　和 北　島　弘　道 千　綿　勝　彦
（国見） （長崎南） （佐世保南） （諫早） （自宅） （自宅）

米　田　一　夫 山　田　康　晃 濱　田　貴　裕 皆良田　一　輝 藤　武　　　透
（波佐見） （長崎工業） （清峰） （島原農業） （佐世保工業）

濵　﨑　紀　充 森　下　浩　二 松　尾　広　大 北　島　弘　道
（海星） （佐世保高専） （島原工牛） （自宅）

山　田　大　晃 山　内　徹　也 嶋　田　佳　行
（九州文化） （長崎日大） （大村工）

（瓊浦）

令和４年 （２０２２） 56 3

私立学校
渡　川　正　人

（瓊浦）

令和２年 （２０２０） 56 3

私立学校
渡　川　正　人

（長崎南山）

令和５年 （２０２３） 56 3

私立学校
西　　　経　一

3

私立学校
渡　川　正　人

（瓊浦）

令和３年 （２０２１） 56


