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平成２９年８月号（平成２９年８月１０日発行）     熊本県ソフトボール協会広報委員会 

第２１回西日本シニアソフトボール大会熊本県予選会 

熊本市植木総合スポーツセンター             ７月１日（土）・２日  参加 １３チーム          

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       優勝 「Ｋ・Ｓクラブ」                準優勝 「長洲シニア」 

     

       第３位 「ＡＳエンゼル古閑出」            第３位 「シニア菊池」   

「Ｋ・Ｓクラブ」が２年連続３度目の優勝。同チームは９月３０日（土）〜１０月１日に大分県大分市で開催される西日本大会に出場します。 

飛躍             熊本県ソフトボール協会広報 
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第３回全九州中学生男子ソフトボール大会 

大津町大津町民グラウンド             ７月１５日（土）・１６日  参加 １６チーム          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       優勝 「オール鹿児島ＪＨＳ」               準優勝 「熊本オールスターズ」 

  
           開会式                        入場行進 

  
           試合風景                        試合風景                 

「オール鹿児島ＪＨＳ」が２連覇。 熊本県代表「熊本オールスターズ」が準優勝、「天草Ｊr・ＳＣ」は１回戦敗退。 
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第６５回西日本男子ソフトボール選手権大会熊本県予選会 

下益城郡美里町町営球場                ７月１５日（土）  参加 ４チーム 

 
                              優勝  「不二ライトメタル」               

「不二ライトメタル」が２連覇。同チームは９月９日（土）〜１０日に高知県高知市で開催される西日本大会に出場します。 

第２６回全日本実年ソフトボール大会熊本県予選会 

天草市錦島運動広場他                   ７月２２日（土）・２３日   参加１６チーム  

 

  

   優勝 「ドゥプロジェクト」                    準優勝 「響クラブ」 
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         第 3位 「牛深実年」                第 3位 「フィフティーズ水俣」 

 「ドゥプロジェクト」が初出場、初優勝。同チームは１０月２３日（土）～２５日に滋賀県東近江市で開催される全国大会に出場します。 

第１２回全日本ハイシニアソフトボール大会熊本県予選会 

上天草市松島町総合センター「アロマ」           ８月５日（土）   参加３チーム

 

  

        優勝 「ＳＣ熊本」                 準優勝 「フレンズ熊本」 

 「ＳＣ熊本」が３連覇。同チームは９月７日（土）〜９日に岩手県花巻市で開催される全国大会に出場します。 

全国・西日本・九州大会熊本県代表チームの成績 

◯ 第３８回全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会 

  群馬県高崎市     ７月２２（土）〜２４日 

  １回戦  オール熊本  ０−６  山梨学院REED SWANS （山梨県）  

◯ 第６３回全日本教員ソフトボール選手権大会 

  新潟県三条市     ７月２９日（土）〜３１日 

  １回戦  熊本旭桜教員ソフトボールクラブ  ４−７  横浜市教職員組合（神奈川県） 

  １回戦  ニューベアーズ         １４−０  東京教員クラブ（東京都） 

  ２回戦  ニューベアーズ         １１−３  マーキュリー（香川県） 
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  ３回戦  ニューベアーズ          ２−５  滋賀教員アナナス（滋賀県） 

◯ 第３８回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会 

  福岡県北九州市    ７月２９日（土）〜３１日 

  １回戦  オーロラユニオンクラブ  ０−１３  大阪桃次郎（大阪府） 

◯ 第５７回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会 

  茨城県下妻市     ７月２９日（土）〜３１日 

  １回戦  三菱電機熊本  ８−１  三菱重工広島（広島県） 

  ２回戦  三菱電機熊本  ５−２  ジェイテクト（徳島県） 

  ３回戦  三菱電機熊本  １−４  日新製鋼  （広島県） 

◯ 第３１回全日本小学生男子ソフトボール大会 

  三重県熊野市      ７月２９日（土）〜８月１日 

  １回戦  小坂ジュニアソフトボールクラブ  ３−２  勝浦フレンズ（千葉県） 

  ２回戦  小坂ジュニアソフトボールクラブ  ４−１  ＴＫヤンキーススポーツ少年団（福島県） 

  ３回戦  小坂ジュニアソフトボールクラブ  ９−０  小野ソフトボールクラブ（京都府） 

  準決勝  小坂ジュニアソフトボールクラブ  ０−２  八幡ドリームス（兵庫県） 

◯ 第３４回西日本壮年ソフトボール大会 

  高知県高知市      ５月１３日（土）〜１４日 

  １回戦  ナイトウーコーポレーション  １５−１  ＴＳ鳥取（鳥取県） 

  ２回戦  ナイトウーコーポレーション   ２−４  リースキン澤田（高知県） 

◯ 第１９回西日本小学生ソフトボール大会 

  鹿児島県南九州市     ７月２２日（土）〜２４日 

  １回戦  小坂ジュニアソフトボールクラブ  ５−０  比地二スポーツ少年団（香川県） 

  ２回戦  小坂ジュニアソフトボールクラブ  ２−１  安ウイングス（広島県） 

  ３回戦  小坂ジュニアソフトボールクラブ  ２−６  岡山少年ソフトボールクラブ（岡山県） 

  １回戦  秋津小楠ソフトボールクラブ    ５−１  川棚ソフトボールスポーツ少年団（山口県） 

  ２回戦  秋津小楠ソフトボールクラブ    ２−３  国見少年ソフトボールクラブ（長崎県） 

◯ 第３８回全日本クラブ男子九州地区予選会ソフトボール大会 

  鹿児島県南九州市      ５月１３日（土）〜１４日   全国大会出場権獲得   オーロラユニオンクラブ 

  １回戦  嶋田クラブ       ３−４  友家クラブ（長崎県） 

  １回戦  オーロラユニオンクラブ ４−３  長与 FELLOWS(長崎県) 

  ２回戦  オーロラユニオンクラブ ６−２  九州オールスターズ（福岡県） 

  準決勝  オーロラユニオンクラブ ０−１０ 丸山物産ＳＣ（鹿児島県） 

◯ 第１８回全九州高等学校男子春季ソフトボール大会 

  熊本県水俣市        ５月１３日（土）〜１４日 

  １回戦  八代工業高等学校   ０−２  九州産業大学付属九州高等学校（福岡県） 

  １回戦  北陵高等学校     ３−５  延岡高等学校（宮崎県） 

  １回戦  天草工業高等学校   ２−３  薩南工業高等学校（鹿児島県） 

  １回戦  熊本工業高等学校   ４−１  九州産業大学付属九州産業高等学校（福岡県） 

  ２回戦  熊本工業高等学校   １−８  大村工業高等学校（長崎県） 

◯ 第５１回九州高校学校女子ソフトボール選手権大会 

  大分県竹田市総合運動公園  ５月１３日（土）〜１４日 

  １回戦  文徳高等学校    ７−４  三潴高等学校（福岡県） 

  ２回戦  文徳高等学校    １−０  長崎女子高等学校（長崎県） 

  準決勝  文徳高等学校    ０−６  神村学園高等部（鹿児島県） 

  １回戦  熊本商業高等学校 １０−２  知念高等学校（沖縄県） 

  ２回戦  熊本商業高等学校  ０−４  九州文化学園高等学校（長崎県） 

◯ 第５７回全日本実業団ソフトボール選手権大会九州地区予選会 

  佐賀県白石町     ５月２１日（土）〜２２日     ７年連続１２度目の優勝   三菱電機熊本  

  １回戦  不二ライトメタル  ７−０  日向製作所（宮崎県） 

  ２回戦  不二ライトメタル  ８−９  三菱重工長崎体育文化会ソフトボール部（長崎県） 

  １回戦  三菱電機熊本    ９−０  ＪＡさつま日置（鹿児島県） 

  ２回戦  三菱電機熊本   １０−０  トヨタ紡績九州（佐賀県） 
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  準決勝  三菱電機熊本    ７−０  三井化学（福岡県） 

  決勝戦  三菱電機熊本    ７−６  山口水産（鹿児島県） 

◯ 第３６回九州地区大学男子ソフトボール大会兼第５２回全日本ソフトボール選手権大会予選会 

  鹿児島県南九州市   ５月２０日（土）〜２１日 

  １回戦  熊本学園大学  ５−４  第一工業大学（鹿児島県） 

  ２回戦  熊本学園大学  ３−６  九州大学（福岡県） 

◯ 第３５回九州地区大学女子ソフトボール大会兼第５１回全日本ソフトボール選手権大会予選会 

  鹿児島県南九州市   ５月２０日（土）〜２１日 

  １回戦  熊本学園大学  １−２  福岡大学（福岡県） 

◯ 第６３回全日本教員ソフトボール選手権大会九州地区予選会 

  大分県竹田市     ６月１０日（土）〜１１日   全国大会出場権獲得 熊本旭桜教員ソフトボールクラブ 

  １回戦  ニューベアーズ           ８−１０ 佐賀教友クラブ（佐賀県） 

  １回戦  熊本旭桜教員ソフトボールクラブ  １０−９  長崎 North Stars 

  ２回戦  熊本旭桜教員ソフトボールクラブ   ２−３  鹿児島教員団（鹿児島県） 

◯ 第２９回全九州実年ソフトボール大会  

  長崎県時津町     ６月１７日（土）〜１８日   初出場、初優勝   ドゥプロジェクト 

  １回戦  プログレス水俣  １２−２  佐賀友誘クラブ（佐賀県） 

  ２回戦  プログレス水俣   ２−８  鹿児島縄文クラブ（鹿児島県） 

  １回戦  ドゥプロジェクト ７−０  穂波ＣＡＣクラブ（福岡県） 

  ２回戦  ドゥプロジェクト ５−０  佐志クラブ（佐賀県） 

  準決勝  ドゥプロジェクト ６−４  大分ＭＺ−ＳＴＡＲＳ（大分県） 

  決勝戦  ドゥプロジェクト ３−２  学企画建設実年（長崎県）   

◯ 第６３回全日本総合男子ソフトボール選手権大会九州地区予選会 

  福岡県北九州市    ６月２４日（土）〜２５日  

  １回戦  北川通信ＳＣ  ２−６  Ｓ・Ｔオール大分（大分県） 

  １回戦  三菱電機熊本  ７−０  オール中津（大分県） 

  ２回戦  三菱電機熊本  １−９  旭化成（宮崎県）  

◯ 第６９回全日本総合女子ソフトボール選手権大会九州地区予選会 

  佐賀県佐賀市    ６月２４日（土）〜２５日 

  １回戦  熊本学園大学女子ソフトボール部  ８−４  ひらまつ病院SAGA ALL STARS（佐賀県） 

  ２回戦  熊本学園大学女子ソフトボール部  ０−３  出口病院ペパーミントエンジェルズ（長崎県） 

  １回戦  オール熊本           １０−０  パールドライレディース（長崎県） 

  ２回戦  オール熊本            ２−８  九州共立大学（福岡県） 

◯ 全九州高等学校体育大会ソフトボール競技大会 女子 

  佐賀県佐賀市    ７月８日（土）〜９日 

  １回戦  玉名女子高等学校  ０−１０  佐賀女子高等学校（佐賀県） 

  １回戦  文徳高等学校    ２−１   大分南高等学校（大分県） 

  雨天のためベスト８にて終了。 

◯ 全九州高等学校体育大会ソフトボール競技大会 男子 

  佐賀県武雄市    ７月８日（土）〜９日 

  １回戦  八代工業高等学校  ４−３  加治木工業高等学校（鹿児島県） 

  ２回戦  八代工業高等学校  ０−３  大村工業高等学校（長崎県） 

  １回戦  熊本工業高等学校 １０−２  鹿児島工業高等学校（鹿児島県） 

  ２回戦  熊本工業高等学校  ４−３  大分東高等学校（大分県） 

  準決勝  熊本工業高等学校  ４−６  読谷高等学校（沖縄県） 

 

 

※ 「飛躍」先月号の訂正について  

第３２回全日本壮年ソフトボール大会熊本県予選会結果、優勝チーム名「ナイトウコーポレーション」と誤記載した箇所を「人吉フ

ォーティーライナーズ」に訂正してお詫び申し上げます。 


