
  2021.11.18更新
NPO法人 静岡県ソフトボール協会

記録委員会

回数 開催年 開催地 順位 男子の部 　　　　　女子の部

優　勝 - 清水女子高等学校

準優勝 - 三島北高等学校

優　勝 - 静岡女子商業高等学校

準優勝 - 袋井商業高等学校

優　勝 - 富士見高等学校

準優勝 - 三島北高等学校

優　勝 - 藤枝南高等学校

準優勝 - 袋井商業高等学校

優　勝 浜松東高等学校 静岡女子商業高等学校

準優勝 東海大学第一高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 - 誠心高等学校

準優勝 - 静岡女子商業高等学校

優　勝 - 三島北高等学校

準優勝 - 清水西高等学校

優　勝 - 藤枝南高等学校

準優勝 - 清水西高等学校

優　勝 浜松東高等学校 静岡女子商業高等学校

準優勝 沼津学園高等学校 掛川東高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 三島北高等学校

準優勝 東海大学第一高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 三島北高等学校

準優勝 静岡北高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 浜松東高等学校 加藤学園高等学校

準優勝 東海大学第一高等学校 三島北高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 静岡女子商業高等学校

準優勝 静岡北高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 加藤学園高等学校

準優勝 浜松東高等学校 磐田北高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 加藤学園高等学校

準優勝 浜松東高等学校 沼津学園高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 静岡女子商業高等学校

準優勝 浜松南高等学校 磐田東高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 浜松市立高等学校

準優勝 浜松南高等学校 沼津学園高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 沼津学園高等学校

準優勝 袋井高等学校 加藤学園高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 加藤学園高等学校

準優勝 袋井高等学校 三島北高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 浜松市立高等学校

準優勝 星陵高等学校 掛川東高等学校

静岡県高校男子・女子ソフトボール新人大会
過去の成績（昭和４８年から平成４年）

7 昭和48年 藤枝

藤枝昭和49年8

9 昭和50年 清水

10 昭和51年 清水

11 昭和52年 清水

12 昭和53年 三島

磐田昭和54年13

14 昭和55年 伊東

15 昭和56年 袋井

16 昭和57年 金谷

17 昭和58年 袋井

長泉昭和59年18

19 昭和60年 榛南

20 昭和61年 榛南

21 昭和62年 富士宮

22 昭和63年 庵原

23 平成元年 島田

26 平成4年 庵原

24 平成2年 浜松

25 平成3年 田方



 2021.11.18更新
NPO法人 静岡県ソフトボール協会

記録委員会

回数 開催年 開催地 順位 男子の部 　　　　　女子の部

優　勝 沼津学園高等学校 浜松市立高等学校

準優勝 袋井高等学校 誠心高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 掛川東高等学校

準優勝 袋井高等学校 加藤学園高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 掛川東高等学校

準優勝 袋井高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 加藤学園高等学校

準優勝 袋井高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 掛川東高等学校

準優勝 袋井高等学校 藤枝南高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 藤枝南高等学校

準優勝 袋井高等学校 浜名高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 加藤学園高等学校

準優勝 静岡北高等学校 掛川東高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 掛川東高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 加藤学園高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 沼津学園高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 加藤学園高等学校

優　勝 沼津学園高等学校 掛川東高等学校

準優勝 静岡北高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 飛龍高等学校 日本大学三島高等学校

準優勝 静岡北高等学校 城南静岡高等学校

優　勝 飛龍高等学校 常葉菊川高等学校

準優勝 星陵高等学校 城南静岡高等学校

優　勝 飛龍高等学校 常葉菊川高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 藤枝順心高等学校

優　勝 飛龍高等学校 常葉学園菊川高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 飛龍高等学校

優　勝 飛龍高等学校 常葉学園菊川高等学校

準優勝 静岡北高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 飛龍高等学校 浜松市立高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 城南静岡高等学校

優　勝 飛龍高等学校 常葉学園菊川高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 飛龍高等学校

優　勝 飛龍高等学校 掛川東高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 飛龍高等学校

優　勝 飛龍高等学校 飛龍高等学校

準優勝 静岡北高等学校 城南静岡高等学校

優　勝 飛龍高等学校 飛龍高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 城南静岡高等学校

28

27 平成5年 庵原

静岡県高校男子・女子ソフトボール新人大会
過去の成績（平成５年から平成２４年）

29

30 平成8年

平成7年 浜北

清水

三島平成6年

31 平成9年 長泉

32 平成10年 庵原

33 平成11年 庵原

庵原平成12年34

35 平成13年 庵原

36 平成14年 庵原

庵原

庵原平成16年

平成15年

38

37

39 平成17年 庵原

庵原平成18年40

41 平成19年 庵原

42 平成20年 富士

富士平成21年43

44 平成22年 浜松

45 平成23年 富士

46 平成24年 富士
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回数 開催年 開催地 順位 男子の部 　　　　　女子の部

優　勝 飛龍高等学校 常葉菊川高等学校

準優勝 星陵高等学校 浜松市立高等学校

優　勝 飛龍高等学校 飛龍高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 城南静岡高等学校

優　勝 飛龍高等学校 飛龍高等学校

準優勝 静岡北高等学校 三島北高等学校

優　勝 飛龍高等学校 飛龍高等学校

準優勝 星陵高等学校 加藤学園高等学校

優　勝 飛龍高等学校 飛龍高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 常葉大学附属菊川高等学校

優　勝 飛龍高等学校 浜松市立高等学校

準優勝 星陵高等学校 飛龍高等学校

優　勝 飛龍高等学校 掛川東高等学校

準優勝 星陵高等学校 常葉大学附属菊川高等学校

優　勝 飛龍高等学校 浜松市立高等学校

準優勝 掛川工業高等学校 加藤学園高等学校

優　勝 飛龍高等学校 掛川東高等学校

準優勝 静岡理工科大学星陵高等学校 常葉大学附属菊川高等学校

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

優　勝

準優勝

48 平成26年 富士

令和3年 富士宮

静岡県高校男子・女子ソフトボール新人大会
過去の成績（平成２５年から令和３年）

51

52

53

富士平成25年47

54

55

平成29年 袋井

平成30年 吉田

令和元年 静岡

令和2年 浜北

56

57

58

59

60

61

65

62

63

66

掛川平成27年49

50 平成28年 沼津

64
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[試合の部]
☆最短試合時間 1 時間 16 分 県立袋井高等学校 0 - 4 飛龍高等学校 2007年
☆最長試合時間 2 時間 09 分 星陵高等学校 14 - 10 県立袋井高等学校 2008年
☆最長延長時間 2 時間 01 分 静岡県立掛川工業高等学校 4 - 5 飛龍高等学校 2017年
☆最長延長回数 9 静岡県立掛川工業高等学校 4 - 5 飛龍高等学校 2017年
☆最多安打試合 27 安打 (21) 飛龍高等学校 35 - 1 県立掛川工業高等学校 (6) 2011年
☆最少安打試合 6 安打 (1) 星陵高等学校 0 - 6 飛龍高等学校 (5) 2016年
☆最多得点試合 36 得点 (31) 星陵高等学校 31 - 5 県立袋井高等学校 (5) 2006年
☆最多盗塁試合 15 盗塁 (14) 飛龍高等学校 35 - 1 県立掛川工業高等学校 (1) 2011年
☆最多犠打試合 7 犠打 (4) 星陵高等学校 9 - 11 静岡北高等学校 (2) 2006年
☆最多四死球試合 30 四死球 (20) 県立掛川工業高等学校 20 - 8 星陵高等学校 (10) 2010年
☆最多三振試合 17 三振 (9) 静岡理工科大学星陵高等学校 0 - 4 静岡北高等学校男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部 (8) 2017年
[投手の部]
☆完全試合

無し 対
☆無安打無得点試合

無し 対
☆最多奪三振

<１試合> 15 奪三振 対 静岡理工科大学星陵高等学校 2021年
<延長試合> 8 奪三振 飛龍高等学校 2017年

☆最多連続奪三振 11 奪三振 対 静岡北高等学校 2021年
☆最少投球数

<１試合> 54 球 対 星陵高等学校 2013年
☆最多投球数

<１試合> 198 球 対 飛龍高等学校 2011年
<延長試合> 116 球 対 静岡県立掛川工業高等学校 2017年

[打撃の部]
☆最高打率

<チーム・１試合> 対 静岡北高等学校 2010年
<個人・大会> 対 2010年

☆最多打点数
<個人・１試合> 7 打点 対 県立袋井高等学校 2006年
<チーム・１試合> 25 打点 対 県立掛川工業高等学校 2011年
<１イニング> 14 打点 対 静岡北高等学校ソフトボール部 2018年

☆最多得点
<個人・１試合> 5 得点 対 県立袋井高等学校 2006年
<チーム・１試合> 35 得点 対 県立掛川工業高等学校 2011年
<１イニング> 20 得点 対 静岡北高等学校ソフトボール部 2018年

☆最多本塁打
<個人・１試合> 3 本 対 県立掛川工業高等学校 2020年
<チーム・１試合> 6 本 対 静岡北高等学校 2021年
<１イニング> 4 本 対 静岡北高等学校 2021年
<本塁打・大会> 12 本 2021年
<チーム・大会> 9 本 2021年
<個人・大会> 5 本 2020年

☆満塁本塁打
1 本 対 県立袋井高等学校 2006年
1 本 対 県立掛川工業高等学校 2010年
1 本 対 静岡理工科大学星陵高等学校 2020年
1 本 対 静岡北高等学校 2021年

☆最多三塁打
<個人・１試合> 2 本 対 県立掛川工業高等学校 2008年
<チーム・１試合> 3 本 対 星陵高等学校 2006年
<１イニング> 2 本 対 星陵高等学校 2006年

☆最多二塁打
<個人・１試合> 3 本 対 星陵高等学校 2012年
<チーム・１試合> 5 本 対 静岡北高等学校 2008年
<１イニング> 3 本 対 静岡北高等学校 2008年

☆最多安打数
<個人・１試合> 4 本 対 星陵高等学校 2007年
<チーム・１試合> 22 本 対 静岡北高等学校 2009年
<１イニング> 13 本 対 静岡北高等学校ソフトボール部 2018年

☆連続安打数
<個人> 8 本 対 静岡北高等学校ソフトボール部 2018年
<チーム> 10 本 対 県立掛川工業高等学校 2011年

☆サイクルヒット
無し 対

☆最多盗塁数
<個人・１試合> 4 盗塁 対 星陵高等学校 2007年
<チーム・１試合> 14 盗塁 対 県立掛川工業高等学校 2011年
<１イニング> 9 盗塁 対 県立掛川工業高等学校 2011年

（注）連続記録は当年度の記録である。

静岡県高等学校新人ソフトボール大会(男子)　新記録一覧表　（２００６年度～２０２１年度）

回

坂入　英（飛龍高等学校）
竹下 紗矢（静岡県立掛川工業高等学校）

坂入　英（飛龍高等学校）

伊藤　啓介（飛龍高等学校）

平野　楓真 (県立掛川工業高等学校)

佐藤 慶弥（飛龍高等学校）

0.500 県立掛川工業高等学校
1.000 阿部　純司（飛龍高等学校）

森　　隆太（星陵高等学校）
飛龍高等学校
飛龍高等学校

秋山　桂佑（星陵高等学校）
飛龍高等学校
飛龍高等学校

新村　健太（飛龍高等学校）
飛龍高等学校
飛龍高等学校

飛龍高等学校
新村　健太（飛龍高等学校）

森　　隆太（星陵高等学校）
根本　和樹（飛龍高等学校）
新村　健太（飛龍高等学校）
木原　和也（飛龍高等学校）

太田　侑希（飛龍高等学校）
県立袋井高等学校
県立掛川工業高等学校

中村　政海（飛龍高等学校）
県立袋井高等学校
県立袋井高等学校

佐々木　将太（飛龍高等学校）
飛龍高等学校
飛龍高等学校

岩井　祐輝（県立掛川工業高等学校）

飛龍高等学校
飛龍高等学校

遠畑　光希（飛龍高等学校）
飛龍高等学校
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[試合の部]
☆最短試合時間 0 時間 59 分 県立浜北西高等学校 0 - 1 藤枝順心高等学校 2018年
☆最長試合時間 2 時間 28 分 県立掛川東高等学校 12 - 10 県立駿河総合高等学校 2015年
☆最長延長時間 2 時間 35 分 加藤学園高等学校 4 - 2 藤枝順心高等学校 2006年
☆最長延長回数 10 常葉学園菊川高等学校 4 - 5 城南静岡高等学校 2010年
☆最多安打試合 40 安打 (19) 静岡県立田方農業高等学校 14 - 9 静岡県立浜北西高等学校 (21) 2020年
☆最少安打試合 4 安打 (2) 浜松市立高等学校 1 - 0 城南静岡高等学校 (2) 2008年
☆最多得点試合 24 得点 (17) 県立駿河総合高等学校 17 - 7 日本大学三島高等学校 (7) 2014年
☆最多盗塁試合 14 盗塁 (1) 星陵高等学校 0 - 15 常葉学園菊川高等学校 (13) 2008年
☆最多犠打試合 9 犠打 (7) 県立三島北高等学校 3 - 2 県立浜名高等学校 (2) 2010年
☆最多四死球試合 16 四死球 (9) 県立掛川東高等学校 12 - 10 県立駿河総合高等学校 (7) 2015年
☆最多三振試合 20 三振 (8) 静岡女子高等学校 7 - 4 静岡理工科大学星陵高等学校 (12) 2019年
[投手の部]
☆完全試合

無し 対
☆無安打無得点試合

無し 対
☆最多奪三振

<１試合> 14 奪三振 対 城南静岡高等学校 2020年
<延長試合> 14 奪三振 対 桐陽高等学校 2018年

☆最多連続奪三振 8 奪三振 対 県立袋井商業高等学校 2008年
☆最少投球数

<１試合> 49 球 対 浜松市立高等学校 2020年
☆最多投球数

<１試合> 146 球 対 城南静岡高等学校 2020年
<延長試合> 148 球 対 県立袋井商業高等学校 2017年

[打撃の部]
☆最高打率

<チーム・１試合> 対 聖隷クリストファー高等学校 2012年
<個人・大会> 2007年

☆最多打点数
<個人・１試合> 6 打点 対 県立富士宮東高等学校 2021年
<チーム・１試合> 17 打点 対 県立富士宮東高等学校 2021年
<１イニング> 13 打点 対 日本大学三島高等学校 2017年

☆最多得点
<個人・１試合> 4 得点 対 日本大学三島高等学校 2014年
<チーム・１試合> 21 得点 対 浜松南高等学校 2016年
<１イニング> 13 得点 対 県立田方農業高等学校 2014年

☆最多本塁打
<個人・１試合> 1 本 対 県立浜松東高等学校 2006年
<チーム・１試合> 2 本 対 城南静岡高等学校 2019年
<１イニング> 2 本 対 県立富士宮東高等学校 2021年
<本塁打・大会> 15 本 2021年
<チーム・大会> 4 本 2021年
<個人・大会> 2 本 2016年

☆満塁本塁打
1 本 対 飛龍高等学校 2021年

☆最多三塁打
<個人・１試合> 2 本 対 星陵高等学校 2007年
<チーム・１試合> 4 本 対 星陵高等学校 2007年
<１イニング> 3 本 対 県立田方農業高等学校 2014年

☆最多二塁打
<個人・１試合> 3 本 対 藤枝順心高等学校 2013年
<チーム・１試合> 9 本 対 県立袋井商業高等学校 2016年
<１イニング> 6 本 対 県立袋井商業高等学校 2016年

☆最多安打数
<個人・１試合> 5 本 対 県立富士宮東高等学校 2017年
<チーム・１試合> 21 本 対 静岡県立田方農業高等学校 2020年
<１イニング> 12 本 対 県立田方農業高等学校 2014年

☆連続安打数
<個人> 6 本 対 県立田方農業高校・飛龍高校・城南静岡高校 2007年
<チーム> 11 本 対 県立田方農業高等学校 2014年

☆サイクルヒット
無し 対

☆最多盗塁数
<個人・１試合> 4 盗塁 対 星陵高等学校 2008年
<チーム・１試合> 13 盗塁 対 星陵高等学校 2008年
<１イニング> 8 盗塁 対 県立沼津商業高等学校 2017年

（注）連続記録は当年度の記録である。

静岡県高等学校新人ソフトボール大会(女子)　新記録一覧表　（２００６年度～２０２１年度）

回

東野 真咲（静岡県立駿河総合高等学校）

朝比奈　さくら（飛龍高等学校）
松田　莉菜（飛龍高等学校）

梶美来（日本大学三島高等学校）

東野 真咲（静岡県立駿河総合高等学校）

中根 綾子（県立浜松南高等学校）

0.516 加藤学園高等学校
0.818 山本　実咲（常葉学園菊川高等学校）

加藤　麻祐（県立三島北高等学校）
県立三島北高等学校
常葉大学附属菊川高等学校

山本　南美（飛龍高等学校）
掛川東高等学校
飛龍高等学校

高津久美絵(静岡市立商業高等学校)

加藤学園高等学校
県立三島北高等学校

常葉大学附属菊川高等学校
髙𣘺 美咲（常葉学園菊川高等学校）

布澤　たから（浜松市立高等学校）

平野　瑞希（城南静岡高等学校）
城南静岡高等学校
飛龍高等学校

藤山　望仁香（聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ高等学校）

藤枝順心高等学校
藤枝順心高等学校

渡邉 桜（県立浜松東高等学校）
静岡県立浜北西高等学校
飛龍高等学校

山本　実咲(常葉学園菊川高等学校)
飛龍高等学校

市川　由香理(常葉学園菊川高等学校)

常葉学園菊川高等学校
県立掛川東高等学校


