
全国中学校体育大会 全国中学校軟式野球大会 

大 会 記 録 

（第１回～第４１回）  ＜  ＞大会回数・【  】記録 

１ 試合時間 

 

① 最長時間 

〈 3〉 高知中－協和中    【３時間１０分】 

 

② 最短時間 

〈14〉 東伯中－鹿島中    【１時間０５分】 

〈 2〉 東北中－平良北中   【１時間０４分】 

               〔５回コールド〕 

 

２ 打 撃 

 

① 最多得点【１５】 

〈28〉 福岡中    （対 連島南中） 

 

② イニング最多得点【１２】 

〈28〉 福岡中    （対 連島南中） 

 

③ 最多安打【１５】 

〈15〉 修学院中   （対 円蔵中） 

〈23〉 松戸第六中  （対 庄内中） 

 

④ 毎回安打【通算９回】 

〈 5〉 明倫中    （対 富士宮第二中） 

〈10〉 玉東中    （対 真正中） 

〈19〉 弘前大附属中 （対 美須賀中） 

〈24〉 高雄中    （対 上溝中） 

〈26〉 鉾田南中   （対 幣舞中） 

〈27〉 しらかし台中 （対 真正中） 

〈33〉 城東中    （対 城山中） 

〈33〉 諸富中    （対 魚住東中） 

〈34〉 島根大東中  （対 阿久比中） 

 

⑤ 全員安打【通算２回】 

〈 4〉 城東中    （対 灯明寺中） 

〈23〉 松戸第六中  （対 庄内中） 

〈37〉 門川中     (対 上一色中) 

           〔先発全員安打〕 

 

⑥ 最多二塁打【４】 

〈 6〉 伊奈波中   （対 浜田第一中） 

〈12〉 松洋中    （対 青陵中） 

〈14〉 鹿島中    （対 星稜中） 

〈18〉 吉田中    （対 田中中） 

〈22〉 明徳義塾中  （対 西原中） 

〈27〉 明徳義塾中  （対 臼杵西中） 

 

 

⑦ 最多三塁打【４】 

〈 3〉 協和中    （対 末広中） 

〈 5〉 習志野第二中 （対 富士宮第二中） 

 

⑧ 最多打席【４２】 

〈 3〉 協和中    （対 高知中） 

           〔延長１４回〕【５５】 

〈18〉 田中中    （対 香々地中） 

 

⑨ 最少打席（完全試合を除く）【２２】 

〈 1〉 五城中    （対 桃山中） 

           〔５回コールド〕【１６】 

〈 2〉 平良北中   （対 東北中） 

〈 6〉 佐川中    （対 高岡中） 

〈12〉 青陵中    （対 津久見第二中） 

〈22〉 桑中     （対 星稜中） 

〈25〉 周陽中    （対 明徳義塾中） 

〈27〉 飛鳥中    （対 足立第九中） 

〈30〉 宇野中    （対 城西中） 

〈32〉 多津美中   （対 常葉学園橘中） 

〈33〉 魚住東中   （対 磐田東中） 

〈35〉 金光学園中  （対 八木中） 

〈35〉 西原中    （対 駿台学園中） 

〈38〉 仙台育英秀光中（対 相生中） 

〈38〉 磯辺中    （対 玖珂中） 

 

⑩ 最多打数【３６】 

〈28〉 福岡中    （対 連島南中） 

〈30〉 昭栄中    （対 七林中） 

           〔延長９回〕【３７】 

〈41〉 高知中    （対 大和中） 

           〔延長９回〕【３７】 

 

⑪ 最少打数【１２】 

〈 3〉 土崎中    （対 帯山中） 

〈 4〉 鏡中     （対 一志中） 

 

⑫ 最多犠打【６】 

〈 2〉 永山中    （対 潮田中） 

〈 3〉 末広中    （対 小山中） 

〈34〉 松陽中    （対 高知中） 

           〔延長９回〕 

〈37〉 赤見中    （対 香川第一中） 

〈39〉 朝日中    （対 日進中） 



⑬ 最多盗塁【１０】 

〈40〉 駿台学園中  （対 島田第一中） 

 

⑭ 最多残塁【１５】 

〈36〉 大沢中 （対 美東中） 

 

⑮ 本塁打【通算５２号】 

  1号 〈 2〉 渡辺  （美濃加茂東中） 

  2号 〈 2〉 上原  （鴨島中） 

  3号 〈 3〉 櫛田  （広畑中） 

  4号 〈 4〉 永野  （鏡中） 

  5号 〈 4〉 北条  （吉島中） 

  6号 〈 5〉 中嶋  （鷹巣中） 

  7号 〈 5〉 三原  （宝殿中） 

  8号 〈 6〉 岩城  （城南中） 

  9号 〈 6〉 川崎  （宝泉中） 

 10号 〈 8〉 東弧  （高岡中） 

 11号 〈10〉 高原  （阿南第一中） 

 12号 〈12〉 御秡如 （玉東中） 

 13号 〈12〉 青木  （松洋中） 

 14号 〈12〉 森田  （広沢中） 

 15号 〈13〉 甲斐  （城南中） 

 16号 〈13〉 尾崎  （蟹江中） 

 17号 〈14〉 杉川  （東伯中） 

 18号 〈16〉 市坪  （星稜中） 

 19号 〈16〉 高森  （東海大第一中） 

 20号 〈17〉 長   （鹿沼西中） 

 21号 〈17〉 池   （城南中） 

22号 〈18〉 佐々木貴（八竜中） 

23号 〈19〉 大島  （修徳学園中） 

24号 〈20〉 星   （長泉北中） 

25号 〈21〉 阪田  （里庄中） 

 26号 〈21〉 佐藤陽 （新松戸南中） 

 27号 〈21〉 深谷  （白河中央中） 

28号 〈21〉 白岩  （高洲中） 

 29号 〈25〉 村橋  （修徳学園中） 

 30号 〈27〉 高橋  （白老中） 

 31号 〈27〉 川口  （秋田東中） 

 32号 〈28〉 和山  （福岡中） 

 33号 〈28〉 矢田  （飯山中） 

 34号 〈31〉 正林  （諸富中） 

 35号 〈31〉 正林  （諸富中） 

 36号 〈31〉 近藤  （東海大翔洋中） 

 37号 〈33〉 椎名喬 （奥田中） 

 38号 〈33〉 井上  （城山中） 

 39号 〈33〉 山本  （諸富中） 

40号 〈34〉 小野  （松陽中） 

 41号 〈34〉 石井  （千代川中） 

 42号 〈35〉 吉鷹  （桐蔭学園中） 

 43号 〈35〉 朝倉  （桐蔭学園中） 

 44号 〈35〉 呉屋  （西原中） 

 45号 〈36〉 鈴木琉 （仙台育英秀光中） 

 46号 〈37〉 小久保 （氷見北部中） 

 47号 〈37〉 高橋  （仙台育英秀光中） 

 48号 〈38〉 小川  （東海大静岡翔洋中） 

 49号 〈39〉 仲島  （釧路鳥取中） 

 50号 〈40〉 高木  （住吉中）〔延長８回〕 

 51号 〈40〉 笹倉  （仙台育英秀光中） 

 52号 〈40〉 中村  （高知中） 

  

３ 投 手 

 

① 奪三振【１６】 

〈22〉 桑中・成瀬    （対 中田中） 

〈38〉 磯辺中・小池   （対 四日市中部中） 

             〔延長８回〕【１８】 

 

② 与四死球【１１】 

〈 3〉 小山中・関    （対 末広中） 

             〔延長１０回〕【１２】 

〈15〉 水口中・岡村祐  （対 河北中） 

             〔６イニング〕 

〈38〉 下長中・金    （対 上一色中） 

             〔５イニング〕 

 

③ 最少投球数【５８】 

〈32〉 今治西中・檜垣  （対 黒埼中） 

 

④ 最多投球数【１７６】 

〈 3〉 協和中・下条   （対 高知中） 

              〔延長１４回〕【２１９】 

〈26〉 青森西中・山本  （対 彦根東中） 

 

⑤ 完全試合【通算４回】 

〈17〉 成南中・魚谷   （対 鹿沼西中） 

〈32〉 上三川中・黒須  （対 新十津川中） 

〈37〉 氷見北部中・松尾 （対 五條東中） 

〈39〉 白翔中・根本   （対 朝日中） 

 

⑥ 無安打・無得点試合【通算２６回】 

〈 2〉 東北中・龍池   （対 平良北中） 

          〔５回コールド〕（参考記録） 

〈 3〉 帯山中・松崎   （対 大谷場中） 

〈 3〉 帯山中・松崎   （対 土崎中） 

〈 4〉 鏡中・平野    （対 一志中） 

〈 4〉 吉島中・浦    （対 中村中）〔無四球〕 

〈 6〉 伊奈波中・使   （対 平和中） 

〈 7〉 一宮中・水名口  （対 中郡中） 

〈17〉 啓北中・石山   （対 箕郷中） 

〈19〉 東林中・筑川   （対 秦荘中） 

〈21〉 共和中・山田   （対 鹿島東部中） 

〈23〉 明徳義塾中・鶴川 （対 豊橋中部中） 



〈24〉 明徳義塾中・沖田 （対 修徳学園中） 

             〔延長９回〕 

〈25〉 明徳義塾中・伊勢 （江名中） 

〈26〉 鉾田南中・郡司  （対 長井北中） 

〈27〉 東豊田中・金子  （対 高松中） 

             〔延長９回〕 

〈30〉 城西中・小野寺  （対 宇野中） 

〈30〉 大谷中・三好   （対 和光第二中） 

〈31〉 松戸第四中・原  （対 日野中） 

〈31〉 諸富中・正林   （対 東海大翔洋中） 

〈33〉 巻西中・伊丹   （対 村上東中） 

〈34〉 高知中・吉村   （対 稲川中） 

〈35〉 金光学園中・宮﨑 （対 八木中） 

〈36〉 板野中・黒川   （対 桜中） 

〈36〉 桜中・長谷川   （対 板野中） 

〈36〉 東海大翔洋中・鈴木（対 根上中） 

〈39〉 兼六中・髙田   （対 前橋七） 

 

⑦ 毎回奪三振【通算２２回】 

〈 5〉 宝殿中・長谷川  （対 三沢第二中） 

             〔延長８回〕 

〈10〉 津久見第二中・石井達（対 桜田中） 

〈15〉 星稜中・山本省  （対 郡山南中） 

〈21〉 国分寺中・雨堤  （対 高洲中） 

〈22〉 桑中・成瀬    （対 中田中） 

〈23〉 村田第一中・真壁 （対 江津中） 

〈24〉 蔵波中・木村   （対 宇野中） 

〈25〉 水巻中・助信   （対 東海大翔洋中） 

〈26〉 鉾田南中・郡司  （対 幣舞中） 

〈29〉 与勝中・儀間   （対 島田第二中） 

〈30〉 大谷中・三好   （対 和光第二中） 

〈31〉 松戸第四中・原  （対 日野中） 

             〔延長９回〕 

〈31〉 東海大翔洋中・渡辺（対 古川北中） 

             〔延長９回〕 

〈35〉 合志中・光田   （対 開成中） 

〈36〉 根上中・寺西   （対 東海大翔洋中） 

〈37〉 磐崎中・小山   （対 氷見北部中） 

〈37〉 仙台育英秀光中・鈴木（対 共和中） 

〈38〉 高栄中・工藤   （対 高松中） 

〈38〉 磯辺中・小池   （対 四日市中部中） 

〈39〉 白翔中・根本   （対 みよし南中） 

〈39〉 白翔中・根本   （対 朝日中） 

〈40〉 高知中・森木   （対 日野中） 

 

４ 守 備 

 

三重殺【通算２回】 

〈 1〉 紫雲中   （対 稚内東中） 【7-6-3】 

〈12〉 城南中   （対 八代第二中）【1-6-3】 

 


