
日本少年野球九州大会（小学生の部）　優勝・準優勝チーム

回数 優　　勝 支部名 所在地 準優勝 支部名 所在地

第1回 昭和60年 1985年 福岡志免 福岡県 福岡県 諫早レッス゛ 西九州 長崎県

第2回 昭和61年 1986年 鹿児島ヤングタイガー 南九州 鹿児島県 谷山イーグルス 南九州 鹿児島県

第3回 昭和62年 1987年 谷山サンボーイズ 南九州 鹿児島県 九州古賀 福岡県 福岡県

第4回 昭和63年 1988年 福岡志免ライオンズ 福岡県 福岡県 二日市ライオンズ 福岡県 福岡県

第5回 平成1年 1989年 九州古賀 福岡県 福岡県 福岡志免ライオンズ 福岡県 福岡県

第6回 平成2年 1990年 平和台アトムズ 福岡県 福岡県 福岡志免ライオンズ 福岡県 福岡県

第7回 平成3年 1991年 九州古賀 福岡県 福岡県 鷹羽ヤンキース 福岡県 福岡県

第8回 平成4年 1992年 福岡和白ヤンガーズ 福岡県 福岡県 宮地嶽ルーキーズ 福岡県 福岡県

第9回 平成5年 1993年 春日ビックスターズ 福岡県 福岡県 中間シャークス 福岡県 福岡県

第10回 平成6年 1994年 春日ビックスターズ 福岡県 福岡県 福岡志免ライオンズ 福岡県 福岡県

第11回 平成7年 1995年 福岡志免ライオンズ 福岡県 福岡県 八幡スカイホークス 福岡県 福岡県

第12回 平成8年 1996年 鹿児島グレートライオン 南九州 鹿児島県 福岡志免ライオンズ 福岡県 福岡県

第13回 平成9年 1997年 八幡スカイホークス 福岡県 福岡県 熊本宇城ジャイアンツ 中九州 熊本県

第14回 平成10年 1998年 佐賀ライオンズ 西九州 佐賀県 吉野バッファロー 南九州 鹿児島県

第15回 平成11年 1999年 福岡和白ヤンガーズ 福岡県 福岡県 吉野バッファロー 南九州 鹿児島県

第16回 平成12年 2000年 九州古賀 福岡県 福岡県 北九州パイレーツ 福岡県 福岡県

第17回 平成13年 2001年 九州古賀 福岡県 福岡県 熊本宇城ジャイアンツ 中九州 熊本県

第18回 平成14年 2002年 春日ビックスターズ 福岡県 福岡県 九州古賀 福岡県 福岡県

第19回 平成15年 2003年 八幡西パワーズ 福岡県 福岡県 諫早レッス゛ 西九州 長崎県

第20回 平成16年 2004年 八幡西パワーズ 福岡県北 福岡県 八幡イーグルス 福岡県北 福岡県

第21回 平成17年 2005年 八幡イーグルス 福岡県北 福岡県 中間シャークス 福岡県北 福岡県

第22回 平成18年 2006年 春日ビックスターズ 福岡南県 福岡県 八幡西パワーズ 福岡県北 福岡県

第23回 平成19年 2007年 二日市ライオンズ 福岡南県 福岡県 九州古賀 福岡南県 福岡県

第24回 平成20年 2008年 八幡イーグルス 福岡県北 福岡県 諫早レッス゛ 西九州 長崎県

第25回 平成21年 2009年 八幡イーグルボーイズ 福岡県北 福岡県 二日市レオボーイズ 福岡南県 福岡県

第26回 平成22年 2010年 九州古賀ボーイズ 福岡南県 福岡県 八幡イーグルボーイズ 福岡県北 福岡県

第27回 平成23年 2011年 九州古賀ボーイズ 福岡南県 福岡県 八幡西ボーイズ 福岡県北 福岡県

第28回 平成24年 2012年 八幡・福津・志免B（連合） 福岡県南北 福岡県 二日市ボーイズ 福岡南県 福岡県

第29回 平成25年 2013年 九州古賀ボーイズ 福岡南県 福岡県 熊本宇城ボーイズ 中九州 熊本県

第30回 平成26年 2014年 諫早ボーイズ 西九州 長崎県 鹿児島西部ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県

第31回 平成27年 2015年 八幡ひびきのボーイズ 福岡県北 福岡県 苅田ボーイズ 福岡県北 福岡県

第32回 平成28年 2016年 苅田ボーイズ 福岡県北 福岡県 八幡イーグルボーイズ 福岡県北 福岡県

第33回 平成29年 2017年 八幡西ボーイズ 北九州 福岡県 鹿児島出水ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県

第34回 平成30年 2018年 鹿児島出水ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県 黄城ボーイズ 西九州 佐賀県

第35回 令和1年 2019年 八幡西ボーイズ 北九州 福岡県 薩摩南洲ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県

第36回 令和2年 2020年 八幡西ボーイズ 北九州 福岡県 鹿児島出水ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県

年度



日本少年野球九州大会（中学生の部）　優勝・準優勝チーム

回数 優　　勝 支部名 所在地 準優勝 支部名 所在地

第1回 昭和60年 1985年 九州博多 福岡県 福岡県 粕屋フェニックス 福岡県 福岡県

第2回 昭和61年 1986年 熊本ジャイアンツ 中九州 熊本県 長崎ジャイアンツ 西九州 長崎県

第3回 昭和62年 1987年 粕屋フェニックス 福岡県 福岡県 二日市ライオンズ 福岡県 福岡県

第4回 昭和63年 1988年 時津ジャイアンツ 西九州 長崎県 鹿屋ビッグベア－ズ 南九州 鹿児島県

第5回 平成1年 1989年 鹿屋ビッグベア－ズ 南九州 鹿児島県 東松ワンダーズ 西九州 佐賀県

第6回 平成2年 1990年 鹿屋ビッグベア－ズ 南九州 鹿児島県 八幡西パワーズ 福岡県 福岡県

第7回 平成3年 1991年 福岡ニュースターズ 福岡県 福岡県 玖珠ドリームボーイズ 中九州 大分県

第8回 平成4年 1992年 別府オリオンズ 中九州 大分県 東松ワンダーズ 西九州 佐賀県

第9回 平成5年 1993年 九州古賀 福岡県 福岡県 別府オリオンズ 中九州 大分県

第10回 平成6年 1994年 チャレンジャー出水 南九州 鹿児島県 水巻レンジャーズ 福岡県 福岡県

第11回 平成7年 1995年 東松ワンダーズ 西九州 佐賀県 福岡和白ヤンガーズ 福岡県 福岡県

第12回 平成8年 1996年 直方ジャガーズ 福岡県 福岡県 別府オリオンズ 中九州 大分県

第13回 平成9年 1997年 久留米明球クラブ 福岡県 福岡県 鹿屋ベイスターズ 南九州 鹿児島県

第14回 平成10年 1998年 久留米明球クラブ 福岡県 福岡県 湯布院スパーズ 中九州 大分県

第15回 平成11年 1999年 湯布院スパーズ 中九州 大分県 佐賀ライオンズ 西九州 佐賀県

第16回 平成12年 2000年 八幡西パワーズ 福岡県 福岡県 熊本ブルーウェーブ 中九州 熊本県

第17回 平成13年 2001年 東松ワンダーズ 西九州 佐賀県 佐賀県 福岡県 福岡県

第18回 平成14年 2002年 福岡ニュースターズ 福岡県 福岡県 湯布院スパーズ 中九州 大分県

第19回 平成15年 2003年 ライジングスターズ 福岡県 福岡県 浮羽ボーイズ 福岡県 福岡県

第20回 平成16年 2004年 熊本宇城ジャイアンツ 中九州 熊本県 福岡スラッガーズ 福岡県南 福岡県

第21回 平成17年 2005年 福岡ニュースターズ 福岡県南 福岡県 九州古賀 福岡県南 福岡県

第22回 平成18年 2006年 小倉バディーズ 福岡県北 福岡県 大野城ホークス 福岡県南 福岡県

第23回 平成19年 2007年 宇佐ボーイズ 中九州 大分県 粕屋フェニックス 福岡県南 福岡県

第24回 平成20年 2008年 小倉バディーズ 福岡県北 福岡県 豊見城オーシャンボーイズ 沖縄県 沖縄県

第25回 平成21年 2009年 北谷ボーイズ 沖縄県 沖縄県 九州古賀ボーイズ 福岡県南 福岡県

第26回 平成22年 2010年 飯塚ライジングスターボーイズ 福岡県北 福岡県 粕屋フェニックスボーイズ 福岡県南 福岡県

第27回 平成23年 2011年 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県 福岡粕屋ボーイズ 福岡県南 福岡県

第28回 平成24年 2012年 北谷ボーイズ 沖縄県 沖縄県 大分七瀬ボーイズ 中九州 大分県

第29回 平成25年 2013年 宗像ボーイズ 福岡県北 福岡県 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県

第30回 平成26年 2014年 大分明野ボーイズ 中九州 大分県 八幡南ボーイズ 福岡県北 福岡県

第31回 平成27年 2015年 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県 うるま東ボーイズ 沖縄県 沖縄県

第32回 平成28年 2016年 うるま東ボーイズ 沖縄県 沖縄県 熊本中央ボーイズ 中九州 熊本県

第33回 平成29年 2017年 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県 玄海ボーイズ 西九州 佐賀県

第34回 平成30年 2018年 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県 熊本中央ボーイズ 中九州 熊本県

第35回 令和1年 2019年 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県 飯塚ボーイズ 福岡県北 福岡県

第36回 令和2年 2020年 熊本中央ボーイズ 熊本県 熊本県 福岡志免ボーイズ 福岡県南 福岡県

年度



日本少年野球ミズノ旗争奪九州選抜大会（小学生の部）　優勝・準優勝チーム

回数 優　　勝 支部名 所在地 準優勝 支部名 所在地

第1回 平成17年 2005年 八幡イーグルス 福岡県北 福岡県 中間シャーク 福岡県北 福岡県

第2回 平成18年 2006年 中間シャーク 福岡県北 福岡県 八幡西パワーズ 福岡県北 福岡県

第3回 平成19年 2007年 二日市ライオンズ 福岡県南 福岡県 八幡西パワーズ 福岡県北 福岡県

第4回 平成20年 2008年 八幡イーグルス 福岡県北 福岡県 下関ビクトリーズ 福岡県北 山口県

第5回 平成21年 2009年 熊本ホークスボーイズ 中九州 熊本県 吉野バッファローボーイズ 鹿児島県 鹿児島県

第6回 平成22年 2010年 八幡西パワーズ 福岡県北 福岡県 九州古賀ボーイズ 福岡県南 福岡県

第7回 平成23年 2011年 熊本宇城ボーイズ 中九州 熊本県 福岡春日ボーイズ 福岡県南 福岡県

第8回 平成24年 2012年 二日市ボーイズ 福岡県南 福岡県 八幡ボーイズ 福岡県北 福岡県

第9回 平成25年 2013年 薩摩南洲ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県 熊本宇城ボーイズ 中九州 熊本県

第10回 平成26年 2014年 熊本宇城ボーイズ 中九州 熊本県 薩摩南洲ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県

第11回 平成27年 2015年 薩摩南洲ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県 春日ボーイズ 福岡県南 福岡県

第12回 平成28年 2016年 苅田ボーイズ 福岡県北 福岡県 八幡西ボーイズ 福岡県北 福岡県

第13回 平成29年 2017年 八幡西ボーイズ 北九州 福岡県 苅田ボーイズ 福岡県北 福岡県

第14回 平成30年 2018年 鹿児島出水ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県 福岡春日ボーイズ 福岡県南 福岡県

第15回 令和1年 2019年 八幡西ボーイズ 北九州 福岡県 鹿児島出水ボーイズ 鹿児島県 鹿児島県

第16回 令和2年 2020年

第17回 令和3年 2021年 八幡西ボーイズ 北九州 福岡県 苅田ボーイズ 福岡県北 福岡県

日本少年野球ミズノ旗争奪九州選抜大会（中学生の部）　優勝・準優勝チーム

回数 優　　勝 支部名 所在地 準優勝 支部名 所在地

第1回 平成17年 2005年 宮崎大洋ボーイズ 宮崎県 宮崎県 大野城ホークス 福岡県南 福岡県

第2回 平成18年 2006年 宇佐ボーイズ 中九州 大分県 鹿児島スワローズ 鹿児島県 鹿児島県

第3回 平成19年 2007年 宗像球友クラブ 福岡県北 福岡県 北谷ボーイズ 沖縄県 沖縄県

第4回 平成20年 2008年 西田川レッズ 福岡県北 福岡県 北谷ボーイズ 沖縄県 沖縄県

第5回 平成21年 2009年 福岡ニュースターボーイズ 福岡県南 福岡県 豊見城オーシャンボーイズ 沖縄県 沖縄県

第6回 平成22年 2010年 北谷ボーイズ 沖縄県 沖縄県 八幡西パワーボーイズ 福岡県北 福岡県

第7回 平成23年 2011年 飯塚ライジングスターボーイズ 福岡県北 福岡県 京築ボーイズ 福岡県北 福岡県

第8回 平成24年 2012年 北谷ボーイズ 沖縄県 沖縄県 中津ボーイズ 中九州 大分県

第9回 平成25年 2013年 西松ボーイズ 西九州 佐賀県 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県

第10回 平成26年 2014年 うるま東ボーイズ 沖縄県 沖縄県 飯塚ボーイズ 福岡県北 福岡県

第11回 平成27年 2015年 福岡中央ボーイズ 福岡県南 福岡県 小倉東ボーイズ 福岡県北 福岡県

第12回 平成28年 2016年 飯塚ボーイズ 福岡県北 福岡県 浦添ボーイズ 沖縄県 沖縄県

第13回 平成29年 2017年 糸島ボーイズ 福岡県南 福岡県 熊本中央ボーイズ 中九州 熊本県

第14回 平成30年 2018年 八幡南ボーイズ 北九州 福岡県 福岡中央ボーイズ 福岡県南 福岡県

第15回 令和1年 2019年 熊本中央ボーイズ 中九州 熊本県 大分七瀬ボーイズ 中九州 大分県

第16回 令和2年 2020年

第17回 令和3年 2021年 福岡志免ボーイズ 福岡県南 福岡県 北谷ボーイズ 沖縄県 沖縄県

中止（新型コロナウイルス感染防止の為）

年度

年度

中止（新型コロナウイルス感染防止の為）


