
平成29年度大会結果（県・九州他　大会）

第62回観桜大村 第30回佐世保大会 第20回シングルス 第51回諫早大会
一般男子 優勝 児玉・中尾 児玉・中尾

準優勝 丸山・荒木 児玉・中尾
第三位 横尾・田口 横尾　真樹 丸山・荒木
第三位 横尾・田口 横尾・田口

一般女子 優勝 川野・中倉
準優勝 石原・江口 勇・江口
第三位 山口・久住呂 川野・中倉
第三位 横田・三池

成年男子 優勝
準優勝
第三位 永石・小竹 松田　泰輔

成年女子 優勝
準優勝
第三位

壮年1部男子 優勝
準優勝 島津・松田 島津・松田
第三位

壮年1部女子 優勝
準優勝
第三位

壮年3部男子 優勝 岩井・森宗
準優勝 成松・山口 岩井・久田 成松・山口
第三位 成松・山口

壮年3部女子 優勝 成松・堀 成松・堀
準優勝
第三位

壮年5部男子 優勝
準優勝
第三位

国体最終 第38回島原大会 第50回長崎大会 第46回インドア
一般男子 優勝 古賀・中尾 片山・村山 前道・木原

準優勝 丸山・田嶋 井上・荒木 児玉・中尾
第三位 酒井・荒木 岩佐・島屋

一般女子 優勝
準優勝
第三位 川野・中倉

成年男子 優勝 永石・前川
準優勝 佐藤・前川 松田・前川
第三位

成年女子 優勝
準優勝
第三位

壮年1部男子 優勝
準優勝
第三位 島津・松田

壮年1部女子 優勝
準優勝
第三位

壮年3部男子 優勝 久田・岩井 久田・岩井
準優勝 成松・山口
第三位

壮年3部女子 優勝
準優勝
第三位



平成29年度大会結果（県・九州他　大会）

全日本小城観桜 九州オープン 九州選手権 県民体育大会 九州インドア
一般男子 優勝

準優勝 （ｼﾝｸﾞﾙｽの部）
第三位 楠本・中尾 丸山秀樹 平川・中尾

一般女子 優勝
準優勝
第三位

成年男子 優勝
準優勝 佐世保市
第三位

成年女子 優勝
準優勝 佐世保市
第三位

壮年1部男子 優勝 山田・松田 中村・島津
準優勝
第三位

壮年1部女子 優勝
準優勝
第三位

成年Ⅱ部 優勝
準優勝
第三位 佐世保市

総合成績 優勝
準優勝 佐世保市
第三位

第52回西日本百歳大会 九州ﾚﾃﾞｨｰｽ 第12回長崎ｵｰﾌﾟﾝｸﾗﾌﾞ 全日本実業団リーグ ランキング
松の部 優勝 岩井・久田 ゆりの部 一般男子

準優勝 石原・円垣内 1位　荒木健育
第三位 3位　児玉浩太

竹の部 優勝 成松・山口 3位　中尾寛之
準優勝 森宗・榎宮 女子　球屋本舗 5位　横尾真樹
第三位 8位　田口裕貴

梅の部 優勝
準優勝 一般女子
第三位 3位　川野　楓

鶴の部 優勝 3位　中倉沙穂美
準優勝
第三位 シニア1部男子

亀の部 優勝 5位　島津勇一郎
準優勝 5位　松田泰輔
第三位
優勝 シニア3部男子
準優勝 1位　岩井健二
第三位 2位久田　訓治
優勝 3位　山口孝司
準優勝
第三位 シニア3部女子
優勝 2位　堀マチ子
準優勝
第三位



平成29年度大会結果（市内大会）

第55回春季ABC大会 第15回中学団体交流戦 第56回夏季職域 市民体育大会
男子Ａ 優勝 岩佐・島屋（球屋本舗） 広田中A 長島ITC A 長島・吉野（長島ITC)

準優勝 片山・村山（長島ITC) 早岐中A 球屋本舗A 大川内・淺井（佐商）

第三位 中倉・松本（球屋本舗） 東明中 武蔵 池村・小平（佐商）

第三位 丸山・小川（球屋本舗） 祇園中A 佐世保市役所・MSDF 押渕・山中（長島ITC)

男子Ｂ 優勝 須藤・堀江（猪調ｸﾗﾌﾞ） 金曜ﾅｲﾀｰｽﾞ 畠中・堀江（猪調ｸﾗﾌﾞ）

準優勝 山中・山北（佐世保南） ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞB 出口・田島（田上ｸﾗﾌﾞ）

第三位 釣本・吉野（長島ITC) 球屋本舗C 橋本・林（中里中）

第三位 岩井・久田（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 猪調ｸﾗﾌﾞA 多賀・寺井（広田・吉井中）

男子Ｃ 優勝 富永・井田（西彼中） 本城・二股（長島ITC　Jr)

準優勝 岩坪・スミス（中里中） 椎山・丸山（まるCLUB）

第三位 ｼｯﾌﾟﾘﾝ・山戸（清水中） 大場・中野（早岐中）

第三位 川原・瀬戸（早岐中） 福島・山本（長島ITC　Jr）

女子Ａ 優勝 本村・山口（広田中） 山澄中A 県立大学 口石・佐藤（佐世保高専）

準優勝 副島・岩本（県立大） 宮中 佐世保高専 坊上・久住呂（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

第三位 山口・久住呂（ファミリー） 早岐中A 球屋本舗A 本村・冨永（DTC)

第三位 松本・中倉（球屋本舗） 中里中A 佐商OG 田代・畠中（猪調ｸﾗﾌﾞ）

女子Ｂ 優勝 江口・江口（長島ITC) 西彼中 江口・江口（長島ITC）

準優勝 平林・川本（長島ITC) DTC 青木・青木（長島ITC）

第三位 中島・濱田（佐々中） まるCLUB　A 下野・平島（崎辺中）

第三位 山元・博多屋（小値賀中） まるCLUB　B
女子Ｃ 優勝 山添・吉田（西彼中） 井上・佐々木（福石中）

準優勝 竹山・坂口（球屋本舗Jr) 芥川・篠原（祇園中）

第三位 八色・谷村（鹿町中） 丸田・今泉（福石中）

第三位 柴田・久保田（早岐中） 淵上・臼本（宮中）

第54回秋季ＡＢＣ大会 第56回秋季職域 第16回選抜団体戦（一般) 選抜団体戦（中学)

男子Ａ 優勝 福田・竹里（長島ITC/球屋本舗） 雨のため 親和銀行 長田中
準優勝 瀬川・馬場（長島ITC) 2月延期 粕屋クラブ 諫早中
第三位 丸山・島屋（球屋本舗） 2月雪で中止 長島ITC 城西中
第三位 小柳・荒木（吉田ｸﾗﾌﾞ） 長崎南山 国見中

男子Ｂ 優勝 岩井・久田（ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ）

準優勝 畠中・三浦（猪調ｸﾗﾌﾞ）

第三位 吉田・白川（佐世保西）

第三位 西牟田・宮崎（広田中）

男子Ｃ 優勝 大宅・本山（志佐中）

準優勝 丸田・松岡（さざJr）

第三位 小峰・石田（長島ITC　Jr)

第三位 尾崎・山下（中里中）

女子Ａ 優勝 赤木・松永（球屋本舗・ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ） 大村高校 東長崎中
準優勝 大川・田中（県立大） チョープロBRAVES 多良中
第三位 本多・松橋（佐世保東翔） 長崎北高校 長田中
第三位 山口・三池（ﾌｧﾐﾘｰ・球屋本舗） 長崎大学 岩屋中

女子Ｂ 優勝 吉福・永木（まるCLUB）

準優勝 西・博多屋（小値賀中）

第三位 尾崎・尾崎（西彼杵高）

第三位 椎山・山口（まるCLUB）

女子Ｃ 優勝 竹山・坂口（球屋本舗Jr）

準優勝 淵上・臼本（宮中）

第三位 吉元・村田（小佐々中）

第三位 坂本・西岡（山澄・中里中）



中学強化練習会実績表

開催日 参加人数 単位：人
平成29年2月5日 （日） 80
平成29年2月19日 （日） 80
平成29年6月17日 （土） 27
平成29年6月24日 （土） 24
平成29年6月25日 （日） 32
平成29年7月8日 （土） 38
平成29年8月5日 （土） 19
平成29年8月6日 （日） 30
平成29年9月9日 （土） 26
平成29年9月10日 （日） 24
平成29年9月23日 （土） 24
平成29年9月24日 （日） 22
平成29年10月14日 （土） 26
   １３回　合計 452


