
静岡県一般男子・女子ソフトボール選手権大会
　　　過去の成績（昭和４８年から平成６年）

開催年 開催地※ 順位 回数 男子の部 回数 女子の部

昭和48年 優　勝 19 日本楽器本社 27 本州製紙富士

準優勝 国鉄浜松 オーミケンシ富士宮

昭和49年 優　勝 20 日本楽器本社 28 本州製紙富士

準優勝 静竜クラブ オーミケンシ富士宮

昭和50年 優　勝 21 日本楽器本社 29 本州製紙富士

準優勝 日楽掛川 静女商友蘭

昭和51年 磐田 優　勝 22 日楽掛川 30 静女商友蘭

富士 準優勝 日楽本社 本州製紙

昭和52年 沼津 優　勝 23 国鉄浜松 31 本州製紙

藤枝 準優勝 静岡クラブ オーミケンシ

昭和53年 島田 優　勝 24 国鉄浜松 32 誠心雄峯

藤枝 準優勝 静岡クラブ オーミケンシ

昭和54年 浜北 優　勝 25 全清水選抜A 33 本州製紙

富士宮 準優勝 日産自動車 オーミケンシ

昭和55年 掛川 優　勝 26 高丘クラブ 34 本州製紙

磐田 準優勝 大日不動産 ヤマハ発動機

昭和56年 沼津 優　勝 27 静岡クラブ 35 靜甲いすゞ

榛南 準優勝 大日不動産 ヤマハ発動機

昭和57年 庵原 優　勝 28 東レ三島 36 靜甲いすゞ

富士宮 準優勝 静岡クラブ ビューティーイヤーズ

昭和58年 富士宮 優　勝 29 日産自動車 37 靜甲いすゞ

金谷 準優勝 清水市役所 静女商友蘭

昭和59年 島田 優　勝 30 浜松市役所 38 靜甲

富士宮 準優勝 静岡クラブ 富士通沼津

昭和60年 磐田 優　勝 31 浜松市役所 39 靜甲

川根 準優勝 東洋ベアリング 日清紡藤枝

昭和61年 御殿場 優　勝 32 浜松市役所 40 靜甲

浜北 準優勝 高丘クラブ 日清紡藤枝

昭和62年 御前崎 優　勝 33 浜松市役所 41 関耳鼻科

沼津 準優勝 協和発酵 富士通沼津

昭和63年 裾野 優　勝 34 浜松市役所 42 関病院

金谷 準優勝 鳥建クラブ 静岡日本電気

平成元年 浜北 優　勝 35 鳥建クラブ 43 関病院

御殿場 準優勝 浜松市役所 靜甲

平成2年 藤枝 優　勝 36 ABCフェロー 44 静岡日本電気

掛川 準優勝 関東自動車 関病院

平成3年 裾野 優　勝 37 高丘クラブ 45 関病院

庵原 準優勝 鳥建クラブ 静岡日本電気

平成4年 浜松 優　勝 38 ABCフェロー 46 静岡日本電気

裾野 準優勝 東芝富士 関病院

平成5年 御殿場 優　勝 39 浜松市役所 47 関病院

磐田 準優勝 東芝富士 NEC静岡

平成6年 焼津 優　勝 40 静岡クラブ 48 靜甲(株）女子部

伊東 準優勝 浜松市役所 関病院

富士宮

浜松

沼津



静岡県一般男子・女子ソフトボール選手権大会
　　　過去の成績（平成７年から平成２８年）

開催年 開催地※ 順位 回数 男子の部 回数 女子の部

平成7年 浜松 優　勝 41 浜松市役所 49 関病院

清水 準優勝 ABCフェロー 靜甲(株）女子

平成8年 富士宮 優　勝 42 鳥建クラブ 50 関病院

浜名湖 準優勝 駿河クラブ スルガ銀行サンデーベアーズ

平成9年 富士 優　勝 43 浜松市役所 51 関病院

庵原 準優勝 静岡クラブ 靜甲(株）女子

平成10年 焼津 優　勝 44 鳥建クラブ 52 関病院

沼津 準優勝 静岡クラブ 靜甲(株）女子

平成11年 小笠 優　勝 45 鳥建クラブ 53 関病院

御殿場 準優勝 静岡クラブ 靜甲(株）女子

平成12年 優　勝 46 浜松市役所 54 靜甲(株）女子部

準優勝 鳥建クラブ 関病院

平成13年 優　勝 47 鳥建クラブ 55 靜甲（株）

準優勝 高丘クラブ NEC静岡女子

平成14年 優　勝 48 千代クラブ 56 靜甲（株）

準優勝 静岡クラブ NECアクセステクニカ

平成15年 優　勝 49 鳥建クラブ 57 靜甲（株）

準優勝 千代クラブ 三島関病院

平成16年 優　勝 50 千代クラブ 58 靜甲株式会社

準優勝 鳥建クラブ スルガ銀行

平成17年 優　勝 51 鳥建クラブ 59 靜甲株式会社

準優勝 駿河クラブ NECアクセステクニカ

平成18年 浜松 優　勝 52 鳥建クラブ 60 靜甲株式会社

浜名湖 準優勝 駿河クラブ NECアクセステクニカ

平成19年 優　勝 53 鳥建クラブ 61 NECアクセステクニカ

準優勝 静岡クラブ CLUB・JAPAN

平成20年 優　勝 54 静岡クラブ 62 靜甲株式会社

準優勝 浜松市役所 NECアクセステクニカ

平成21年 優　勝 55 鳥建クラブ 63 靜甲株式会社

準優勝 靜甲株式会社 NECアクセステクニカ

平成22年 優　勝 56 静岡クラブ 64 靜甲株式会社

準優勝 千代クラブ ドリーム・ワールド

平成23年 優　勝 57 駿河クラブ 65 NECアクセステクニカ

準優勝 静岡クラブ ドリーム☆ワールド

平成24年 優　勝 58 鳥建クラブ 66 靜甲株式会社

準優勝 千代クラブ NECアクセステクニカ

平成25年 優　勝 59 SENDAI CLUB 67 NECアクセステクニカ

準優勝 浜松市役所 靜甲株式会社

平成26年 優　勝 60 K.Wins 68 NECアクセステクニカ

準優勝 ABCフェロー 靜甲株式会社

平成27年 優　勝 61 K.Wins 69 靜甲株式会社

準優勝 浜松市役所 ドリーム☆ワールド

平成28年 優　勝 62 浜松市役所 70 靜甲株式会社

準優勝 K.Wins CLUB・JAPAN with 一商会

袋井
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沼津

浜松
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静岡県一般男子・女子ソフトボール選手権大会
　　　過去の成績（平成29年から）

開催年 開催地※ 順位 回数 男子の部 回数 女子の部

平成29年 優　勝 63 浜松市役所 71 靜甲株式会社

準優勝 K.Wins ＮＥＣプラットフォームズ

平成30年 優　勝 64 浜松市役所 72 靜甲株式会社

準優勝 K.Wins ＮＥＣプラットフォームズ

令和元年 優　勝 65 浜松市役所 73 靜甲株式会社

準優勝 駿河クラブ イカイＣＬＵＢ

令和2年 優　勝 66 新型コロナのため大会中止 74 新型コロナのため大会中止

準優勝

令和3年 優　勝 67 浜松市役所 75 靜甲株式会社

準優勝 駿河クラブ ＮＥＣプラットフォームズ

浜北

清水

浜北

富士宮

吉田



[試合の部]
☆最短試合時間 1 時間 08 分 清水町クラブ 0 - 5 鳥建クラブ 2007年
☆最長試合時間 3 時間 01 分 ＨＭＧ（浜組ＳＢＣ） 19 - 17 スラッガーズ 2017年
☆最長延長時間 2 時間 44 分 浜松市役所 7 - 8 K.Wins 2014年
☆最長延長回数 9 駿河クラブ 7 - 3 ＡＢＣフェロー 2021年
☆最多安打試合 39 安打 (21) ABCフェロー 19 - 17 SENDAI　CLUB (18) 2014年
☆最少安打試合 5 安打 (3) 静岡クラブ 0 - 1 ヤマハ (2) 2018年
☆最多得点試合 37 得点 (20) ＡＢＣフェロー 20 - 17 ZEROクラブ (17) 2016年
☆最多盗塁試合 12 盗塁 (8) ＨＧＭ（浜組ＳＢＣ） 19 - 17 スラッガーズ (4) 2017年
☆最多犠打試合 9 犠打 (8) 大柳クラブ 22 - 2 サウス (1) 2010年
☆最多四死球試合 26 四死球 (9) 下土方スライダース 10 - 17 金谷ウインズ (17) 2010年
☆最多三振試合 20 三振 (14) 原クラブ 4 - 5 駿河真和クラブ (6) 2008年
[投手の部]
☆完全試合

対
☆無安打無得点試合

対
☆最多奪三振

<１試合> 15 奪三振 対 清水町クラブ 2007年
<延長試合> 16 奪三振 対 ＡＢＣフェロー 2021年

☆最多連続奪三振 11 奪三振 対 金沢ナインティファイブ 2016年
☆最少投球数

<１試合> 61 球 対 駿河クラブ 2013年
☆最多投球数

<１試合> 183 球 対 睦クラブ 2014年
<延長試合> 165 球 対 ヤマハ 2017年

[打撃の部]
☆最高打率

<チーム・１試合> 対 原クラブ 2008年
<個人・大会> 2006年

☆最多打点数
<個人・１試合> 7 打点 対 日本軽金属 2006年
<チーム・１試合> 25 打点 対 日本軽金属 2006年
<１イニング> 21 打点 対 日本軽金属 2006年

☆最多得点
<個人・１試合> 5 得点 対 ＮＴＮ磐田 2017年
<チーム・１試合> 29 得点 対 日本軽金属 2006年
<１イニング> 22 得点 対 日本軽金属 2006年

☆最多本塁打
<個人・１試合> 2 本 対 栄田クラブ 2006年
<チーム・１試合> 7 本 対 日本軽金属 2006年
<１イニング> 6 本 対 日本軽金属 2006年
<本塁打・大会> 67 本 2015年
<チーム・大会> 12 本 2014年
<個人・大会> 4 本 2011年

☆満塁本塁打
1 本 対 シルバーFOX 2006年
1 本 対 静岡市役所ﾔﾝｸﾞﾀｯｸｽ 2015年
1 本 対 ABCフェロー 2015年
1 本 対 ZEROクラブ 2015年
1 本 対 金沢ナインティファイブ 2016年
1 本 対 鳥坂建築　鳥建クラブ 2018年
1 本 対 富士塁球クラブＴＲＳ 2018年
1 本 対 さくらクラブ 2019年
1 本 対 根堅クラブ 2019年
1 本 対 根堅クラブ 2021年
1 本 対 富士塁球クラブＴＲＳ 2021年

☆最多三塁打
<個人・１試合> 2 本 対 浜北ビクトリー 2006年
<チーム・１試合> 5 本 対 シルバーFOX 2007年
<１イニング> 3 本 対 シルバーFOX 2007年

☆最多二塁打
<個人・１試合> 3 本 対 三友クラブ 2010年
<チーム・１試合> 6 本 対 武蔵 2007年
<１イニング> 4 本 対 千代クラブ 2008年

☆最多安打数
<個人・１試合> 5 本 対 シルバーFOX 2008年
<チーム・１試合> 23 本 対 大柳クラブ 2010年
<１イニング> 16 本 対 日本軽金属 2006年

☆連続安打数
<個人> 6 本 対 セレクション/清水町クラブ/K．Ｗｉｎｓ 2018年
<チーム> 9 本 対 UPクラブ 2015年

☆サイクルヒット
対

☆最多盗塁数
<個人・１試合> 4 盗塁 対 金沢ﾅｲﾝﾃｨﾌｧｲﾌﾞ 2010年
<チーム・１試合> 8 盗塁 対 下土方ｽﾗｲﾀﾞｰｽ 2011年
<１イニング> 7 盗塁 対 睦クラブ 2018年

（注）連続記録は当年度の記録である。

鳥建クラブ
原田ＲＵＳＨ

寺尾 聡介（富士塁球クラブＴＲＳ）
平野 浩生（清水クラブ）

川越　悠嗣（原田ＲＵＳＨ）
K.Wins

高田博貴（豊田クラブ）

浜名湖クラブ

平石純一（常葉学園大学）
浜松市役所
駿河クラブ

斉藤雄二（清水町クラブ）
ﾄﾞﾘｰﾑ･ﾜｰﾙﾄﾞ磐田クラブ
ﾄﾞﾘｰﾑ･ﾜｰﾙﾄﾞ磐田クラブ

高橋　誠（千代クラブ）
靜甲株式会社

遠藤 裕大（常葉大学男子ソフトボール部）

臼井　陽平（K．Ｗｉｎｓ）
小澤　拓也（鳥坂建築　鳥建クラブ）
杉山 一行（静岡クラブ）
薮崎 祐士（睦クラブ）

廣居和哉（鳥建クラブ）

市川竜一（高丘クラブ）
後藤剛秀（富士教員グリーン）
比嘉辰徳（浜松市役所）
松本　紳（K.Wins）

三井敏裕（UPクラブ）
駿河クラブ
駿河クラブ

ABCフェロー

駿河クラブ
駿河クラブ

若杉　浩道（若杉塗料Ｈ.Ｃ）
駿河クラブ
駿河クラブ

0.560 駿河真和クラブ
0.833 森　知昭（千代クラブ）

佐野哲史（駿河クラブ）

山田　諭（SENDAI　CLUB）

髙木健爾 （富士教員グリーン）
比嘉　太祐（常葉大学男子ソフトボール部）

青木貴春（鳥建クラブ）
相佐 瞭太（駿河クラブ）
田村 幸也（常葉大学男子ソフトボール部）

静岡県一般男子ソフトボール選手権大会　新記録一覧表　（２００６年～２０２１年）

回


