
大会回数 優　勝　校 北部九州大会出場校 北部九州大会戦績 全国大会出場校 全国大会戦績 備　　　考 大会回数 出場校 出場回数 戦　　　　　績 備　考

51 昭和２６年

52

53

54

55

56 昭和３１年 1 対馬（１） 諫早農業（①）
対馬　　●０－２　小倉
諫農　　○６－０　日出
　　　　　●７－０　小倉

《高体連軟式の部として運営》

57 2 大崎（１） ●　０－１　四日市農 《高体連軟式の部として運営》

58 3 対馬（２）
○　４－３　戸畑工
●　４－５　四日市農

《高体連軟式の部として運営》

59 4 対馬（３）
○　３－２　嘉穂工
○１１－２　佐賀商

対馬（１） ●２－４　早稲田実 14 対 馬 1 ●０－１　静岡商

60 昭和３５年 5 壱岐商業（１） ●　０－２　四日市農 15

61 6 対馬豊崎分校（１）
○　３－１　飯塚商
○　１－０　佐賀

対馬豊崎分校（１）
○７－４　静岡商
●２－５　熊本商

全国ベスト８ 16 対 馬 豊 崎 分 校 1 ●０－７　広陵

62 7 島原農業（１） ●１－９　日田商 17

63 8 壱岐（１）
○３－２　久留米商
○２－１　佐賀商

壱岐（１）
○６－３　富山商
●０－６　習志野

全国ベスト８ 18

64 9 上五島（１）
○８－３　佐賀商
●０－１　日田商

19

65 昭和４０年 10 松浦（１） ●２－３　佐賀商 20

66 11 上五島（２）
○３－１　糸島農
○４－２　日田商

上五島（１）
○８－０　丸岡
●０－７　平安

21 上 五 島 1
○４－１　岩瀬農
●０－３　北海

ベスト４

67 12 上五島（３）
○３－１　飯塚商
●２－３　緒方工

22

68 13 上五島（４）
○１１－１　佐賀ろう
○２－０　　緒方工

上五島（２） ●１－２　県和歌山商 23 上 五 島 2
○８－３　丸岡
○１－０　土浦一
●０－２　富山商

準優勝

69 14 宇久（１） ●０－１　佐賀工 24 宇 久 1 ●１－４　札幌商 長崎国体

70 昭和４５年 15 上五島（５）
○６－０　佐賀中央工
○３－２　九州工

上五島（３） ●０－２　小野田工 25 上 五 島 3
○３－０　住田
○４－２　早稲田実
○２－１　小野田工

優勝

71 16 口加（１）
○２－１　大川工
○３－１　山香農

口加（１）

○２－０　松山商
○１－０　渋川市工
○１－０　熊本商
○５－２　浜田

全国大会優勝 26 口 加 1 ●１－２　静岡商

72 17 上五島奈良尾分校（１）
○４－０　三重農
○２－０　九州工

上五島奈良尾分校（１） ●１－３　新田 27

西暦 元号

第１回全国高等学校準硬式野球大会：佐世保北（ベスト４）

第２回全国高等学校準硬式野球大会：海　　　星（ベスト４）

国体高校軟式野球記録全国高等学校軟式野球選手権大会記録
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73 18 壱岐（２）
○５－２　佐賀農芸・
　　　　　　富士
●０－２　九州工

28

74 19 宇久（２）
○２－０　佐賀農芸・
　　　　　　富士
○１２－０竹田

宇久（１）

○３－０　宇久
○３－０　福井ろう
○３－０　平安
○２－０　江北
●１－５　県岐阜商

全国大会準優勝 29 宇 久 2
○８－０　富山商
○３－２　能代
●３－６　竜ヶ崎一

準優勝

75 昭和５０年 20 対馬（４） ●４－５　三重農 30

76 21 中五島・奈良尾（２）
○３－０　佐賀農芸・
　　　　　　富士
●０－１　三重農

31

77 22 松浦（２）
○４－２　北九州
●１－２　蒲江

32

78 23 松浦（３）
○１－０　蒲江
○４－２　北九州

松浦（１） ●１－２　法政二 33

79 24 中五島（３）
○６－３　九州工
○４－３　蒲江

中五島（１） ●４－５　仙台商 34

80 昭和５５年 25 口加（２）
○７－０　佐賀農芸・
　　　　　　富士
○３－２　蒲江

口加（２） ●０－２　能代 35 口 加 2
○３－１　作新学院
●１－４　能代

ベスト４

81 26 口加（３）
○６－０　北九州
○７－１　宇佐農

口加（３）
○１－０　能代
●０－１　大津

36 口 加 3 ●１－２　米子工

82 27 中五島（４） ●０－１　朝倉東 37

83 28 奈留（１） ●０－４　朝倉東 38

84 29 平戸（１）
○５－４　朝倉東
○２－１　蒲江

平戸（１） ●０－１　木更津中央 39

85 30 奈留（２）
○５－２　佐伯鶴城・
　　　　　　宇目
●０－２　四日市

40

86 31 島原工業（１）
○５－４　福岡大大濠
●３－８　四日市

41

87 32 五島南（１） 富江（①）
五南　●０－４安岐
富江　●０－３福大大濠

42

88 33 奈留（３） ●１－２　安岐 長崎開催 43

89 平成元年 34 平戸（２） ○６－２　朝倉東 44

90 35 奈留（４） 豊玉（②）
奈留　●０－３四日市
豊玉　●０－３福大大濠

長崎開催 45

91 36 富江（１－②） ●１－２　日出 46
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92 37 豊玉（２－③）
○５－４　日新館
●０－３　四日市

47

93 38 豊玉（３－④） ●０－４　福大大濠 48

94 39 五島南（２－②） ●３－４　津久見 49

95 40 豊玉（４－⑤）
○５－２　日新館
●０－８　四日市

50

96 41 豊玉（５－⑥） 奈留（⑤）
豊玉●１－２　鞍手農
奈留●２－１１四日市

長崎開催 51

97 42 豊玉（６－⑦） ●３－６　佐伯鶴城 52

98 平成１０年 43 奈留（５－⑥） ●２－６　泰星 53

99 44 奈留（６－⑦） 豊玉（⑧）
奈留●２－５　久留米商
豊玉●２－３　津久見

長崎開催 54

2000 45 五島南（３－③） ●１－１７　鞍手農 55

1 46 五島南（４－④）
○７－６　泰星
●３－９　四日市

56

2 47 奈留（７－⑧） 五島南（⑤）
奈留○６－０　鞍手農
　　　●５－６　津久見
五南●１－８　津久見

長崎開催 57

3 平成15年 48 奈留（８－⑨） ●０－１　四日市 58

4 49 五島南（５－⑥） ●９－１０　鞍手農 59

5 50 奈留（９－⑩） 五島南（⑦）
奈留○３－２　津久見
　　　●３－４　朝倉東
五南●０－３　朝倉東

長崎開催 60

6 51 五島南（６－⑧） ●４－１１　四日市 61

7 52 奈留（１０－⑪） ●０－２　八女学院 62

8 平成20年 53 奈留（１１－⑫） 北松農業（①） ●１－３　宇佐 長崎開催 63

9 54 奈留（１２－⑬）
○１０－０　岩田
○　１－０　津久見

奈留（１） ●０－３　作新学院 64 奈 留 1
○１－０　秋田商
●０－０　神戸弘陵

ベスト４

10 55 五島南（７－⑨） ●０－４　開新 65

11 56 奈留（１３－⑭） 北松農業（②）
奈留●０－１　福大大濠
北農●０－４　津久見

長崎開催 66

12 57 北松農業（１－③） ●０－７　津久見 67

13 58 北松農業（２－④） 奈留（⑮）
北農●０－６　福大大濠
奈留○２－０　山香農
　　　●０－３　福大大濠

長崎開催 68

14 59 奈留（１４－⑯） ●４－５　八女学院 69 奈 留 2 ●１－５　神港学園 長崎国体
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15 60 五島南（８－⑩） ●０－７　津久見 70

16 61 奈留（１５－⑰） ●４－５　八女学院 71

17 62 五島南（９－⑪） 奈留（⑱）
五南●０－１１宇佐
奈留●２－８　福大大濠

長崎開催 72

18 平成30年 63 奈留・五島南（１－①） ●７－１０　東九州龍谷 73

19 令和元年 64 北松農業（３－⑤） ●４－６　朝倉東 74

20 65 75 鹿児島

21 66 北松農業（４－⑥） 五島南（⑫）
北農●０－１０筑陽学園
五南●１－１９津久見

長崎開催 76 三重

22 67 北松農業（５－⑦） ●１－１５　津久見 77

新型コロナウイルス感染症の影響で中止

新型コロナウイルス感染症の影響で中止

新型コロナウイルス感染症の影響で中止


