
春 夏 春 夏

１９１５年 大正０４年 夏・第０１回 ０１本 ００１号 ００１号 中村隆元 廣島中學 鳥取中學

１９１６年 大正０５年 夏・第０２回 ０４本 ００２号 ００２号 柚花尋 廣島商業 中學明善

００３号 ００３号 松本終吉 市岡中學 長野師範

００４号 ００４号 足立信夫 慶應普通 和歌山中

００５号 ００５号 山口昇 慶應普通 和歌山中

１９１７年 大正０６年 夏・第０３回 ００本

１９１８年 大正０７年 夏・第０４回 中止

１９１９年 大正０８年 夏・第０５回 ００本

１９２０年 大正０９年 夏・第０６回 ００本

１９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ００６号 ００６号 戸田廉吉 和歌山中 神戸一中

００７号 ００７号 山本陸郎 豊國中學 長野中學

００８号 ００８号 俣野勇 長野中學 豊國中學

００９号 ００９号 菅修三 明倫中學 松山商業

０１０号 ０１０号 及川要一 盛岡中學 豊國中學

０１１号 ０１１号 沖文雄 豊國中學 盛岡中學

０１２号 ０１２号 原田守次 豊國中學 盛岡中學

０１３号 ０１３号 酒井貞雄 大連商業 岡山一中

０１４号 ０１４号 戸田廉吉 和歌山中 京都一商

０１５号 ０１５号 堀龍三 和歌山中 京都一商

１９２２年 大正１１年 夏・第０８回 ０２本 ０１６号 ０１６号 田嶋豊次郎 和歌山中 立命館中

０１７号 ０１７号 深見顕吉 和歌山中 立命館中

１９２３年 大正１２年 夏・第０９回 ０３本 ０１８号 ０１８号 藤本定義 松山商業 甲陽中學

０１９号 ０１９号 岡田貴一 甲陽中學 松山商業

０２０号 ０２０号 渡邊勝次 佐賀中學 函館商業

１９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００１号 ０２１号 野村栄一 高松商業 和歌山中

００２号 ０２２号 田嶋豊次郎 和歌山中 高松商業

００３号 ０２３号 田嶋豊次郎 和歌山中 高松商業

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打

大會通算大會回數 春/夏
通 算

大會
本壘打

　
西暦

　
和暦

　
氏名年度別 　

學校
　

相手校



春 夏 春 夏

１９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００４号 ０２４号 飯田国吉 横濱商業 市岡中學

００５号 ０２５号 土肥梅之助 市岡中學 横濱商業

００６号 ０２６号 楠本貞一 市岡中學 横濱商業

００７号 ０２７号 増田喜三郎 横濱商業 市岡中學

００８号 ０２８号 広岡知男 市岡中學 横濱商業

００９号 ０２９号 田丸実 早稲田實 市岡中學

０１０号 ０３０号 土肥梅之助 市岡中學 早稲田實

０１１号 ０３１号 村川克己 高松商業 愛知一中

０１２号 ０３２号 村川克己 高松商業 早稲田實

１９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２１号 ０３３号 田中市太郎 靜岡中學 北海中學

０２２号 ０３４号 田子栄一 臺北中學 金澤一中

０２３号 ０３５号 中島均 鳥取一中 京城中學

０２４号 ０３６号 横山保正 鳥取一中 京城中學

０２５号 ０３７号 横山保正 鳥取一中 京城中學

０２６号 ０３８号 土肥梅之助 市岡中學 北海中學

０２７号 ０３９号 土肥梅之助 市岡中學 北海中學

０２８号 ０４０号 小林駒次郎 北海中學 市岡中學

０２９号 ０４１号 田子栄一 臺北中學 松本商業

０３０号 ０４２号 中島均 鳥取一中 同志社中

０３１号 ０４３号 山下実 第一神港 早稲田實

０３２号 ０４４号 山口七郎 早稲田實 第一神港

０３３号 ０４５号 森茂雄 松山商業 秋田中學

０３４号 ０４６号 小柴重吉 第一神港 廣島商業

０３５号 ０４７号 梶上初一 廣島商業 第一神港

０３６号 ０４８号 森茂雄 松山商業 松本商業

０３７号 ０４９号 梶上初一 廣島商業 大連商業

０３８号 ０５０号 西村成敏 松本商業 鳥取一中

０３９号 ０５１号 西村成敏 松本商業 鳥取一中

１９２５年 大正１４年 春・第０２回 ０６本 ０１３号 ０５２号 山下実 第一神港 長野商業

０１４号 ０５３号 宮武三郎 高松商業 市岡中學

０１５号 ０５４号 空谷光友 松山商業 横濱商業

０１６号 ０５５号 森本茂 松山商業 横濱商業

０１７号 ０５６号 山下実 第一神港 甲陽中學

０１８号 ０５７号 水野鉱一 愛知一中 高松商業

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打

年度別 　
西暦

　
學校

　
相手校

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

大會通算 春/夏
通 算

　
氏名



春 夏 春 夏

１９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４０号 ０５８号 加藤常雄 東山中學 北海中學

０４１号 ０５９号 田上政男 北海中學 東山中學

０４２号 ０６０号 多胡隆義 高松商業 東山中學

０４３号 ０６１号 岡正 第一神港 米子中學

０４４号 ０６２号 田中二夫 釜山中學 柳井中學

０４５号 ０６３号 山下実 第一神港 柳井中學

０４６号 ０６４号 小林政綱 早稲田實 第一神港

０４７号 ０６５号 七里正夫 早稲田實 高松商業

１９２６年 大正１５年 春・第０３回 ０６本 ０１９号 ０６６号 角田隆良 廣陵中學 靜岡中學

０２０号 ０６７号 中尾長 廣陵中學 靜岡中學

０２１号 ０６８号 藤本数雄 熊本商業 愛知一中

０２２号 ０６９号 西川英一 市岡中學 甲陽中學

０２３号 ０７０号 丸山武一 熊本商業 市岡中學

０２４号 ０７１号 矢島粂安 松本商業 高松商業

１９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０４８号 ０７２号 大西宗孝 東山中學 八戸中學

０４９号 ０７３号 丹下康春 和歌山中 愛知商業

０５０号 ０７４号 那須神吉 高松中學 東山中學

０５１号 ０７５号 高橋喜郎 高松中學 東山中學

０５２号 ０７６号 清水盛輝 京城中學 旭川商業

０５３号 ０７７号 櫻井修 大連商業 敦賀商業

０５４号 ０７８号 戸崎舜弘 靜岡中學 高松中學

１９２７年 昭和０２年 春・第０４回 ０４本 ０２５号 ０７９号 矢野清良 松山商業 鳥取一中

０２６号 ０８０号 山城健三 廣陵中學 靜岡中學

０２７号 ０８１号 山城健三 廣陵中學 松本商業

０２８号 ０８２号 田部武雄 廣陵中學 和歌山中

１９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０５５号 ０８３号 宮脇環 鳥取一中 茨城商業

０５６号 ０８４号 井川喜代一 高松商業 第一神港

０５７号 ０８５号 佐藤茂美 松本商業 京城中學

０５８号 ０８６号 稲田照夫 平安中學 臺北商業

０５９号 ０８７号 三浦芳郎 廣陵中學 敦賀商業

０６０号 ０８８号 中尾長 廣陵中學 敦賀商業

０６１号 ０８９号 五十嵐利三 札幌一中 愛知商業

０６２号 ０９０号 高谷信一 愛知商業 早稲田實

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打

年度別 　
西暦

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

大會通算 春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校



春 夏 春 夏

１９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０６３号 ０９１号 大矢直三 愛知商業 早稲田實

０６４号 ０９２号 岩瀬彊四郎 早稲田實 愛知商業

０６５号 ０９３号 佐藤茂美 松本商業 廣陵中學

１９２８年 昭和０３年 春・第０５回 ０１本 ０２９号 ０９４号 土井寿蔵 和歌山中 靜岡中學

１９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０６６号 ０９５号 松島一雄 大連商業 甲陽中學

０６７号 ０９６号 鈴木俊三 京城中學 敦賀商業

０６８号 ０９７号 山下好一 和歌山中 佐賀中學

０６９号 ０９８号 小川正太郎 和歌山中 佐賀中學

０７０号 ０９９号 土井寿蔵 和歌山中 佐賀中學

０７１号 １００号 大野春雄 臺北工業 前橋中學

０７２号 １０１号 斎藤昇 臺北工業 前橋中學

０７３号 １０２号 鹽見力 甲陽中學 京城中學

０７４号 １０３号 内牧雄一 平安中學 福岡中學

０７５号 １０４号 土井寿蔵 和歌山中 高松中學

０７６号 １０５号 西村喜章 平安中學 甲陽中學

１９２９年 昭和０４年 春・第０６回 ００本

１９２９年 昭和０４年 夏・第１５回 ０６本 ０７７号 １０６号 竹谷勝義 鳥取一中 秋田師範

０７８号 １０７号 千谷七郎 鳥取一中 秋田師範

０７９号 １０８号 勝部尚文 市岡中學 靑島中學

０８０号 １０９号 岡本矩雄 市岡中學 靑島中學

０８１号 １１０号 石田政良 鹿児島商 北海中學

０８２号 １１１号 蜂須賀泰造 臺北一中 佐賀中學

１９３０年 昭和０５年 春・第０７回 ０５本 ０３０号 １１２号 田中義雄 明石中學 敦賀商業

０３１号 １１３号 高島忠 第一神港 高松中學

０３２号 １１４号 中川伴次郎 平安中學 臺北一中

０３３号 １１５号 九里忠 甲陽中學 靜岡商業

０３４号 １１６号 高瀬二郎 第一神港 松山商業

１９３０年 昭和０５年 夏・第１６回 ０３本 ０８３号 １１７号 山下好一 和歌山中 北海中學

０８４号 １１８号 稲田照夫 平安中學 東北中學

０８５号 １１９号 稲田照夫 平安中學 東北中學

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打

年度別 　
西暦

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

大會通算 春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校



春 夏 春 夏

１９３１年 昭和０６年 春・第０８回 ００本

１９３１年 昭和０６年 夏・第１７回 ０３本 ０８６号 １２０号 小林正 長野商業 大分商業

０８７号 １２１号 平野保郎 嘉義農林 札幌商業

０８８号 １２２号 植田延夫 小倉工業 大社中學

１９３２年 昭和０７年 春・第０９回 ０１本 ０３５号 １２３号 本田親喜 平安中學 中京商業

１９３２年 昭和０７年 夏・第１８回 ００本

１９３３年 昭和０８年 春・第１０回 ００本

１９３３年 昭和０８年 夏・第１９回 ００本

１９３４年 昭和０９年 春・第１１回 ０１本 ０３６号 １２４号 納家米吉 浪華商業 東邦商業

１９３４年 昭和０９年 夏・第２０回 ０２本 ０８９号 １２５号 大塚善次郎 關東中學 高松中學

０９０号 １２６号 松山清次 熊本工業 高松中學

１９３５年 昭和１０年 春・第１２回 ００本

１９３５年 昭和１０年 夏・第２１回 ００本

１９３６年 昭和１１年 春・第１３回 ０３本 ０３７号 １２７号 奈良友夫 廣島商業 岐阜商業

０３８号 １２８号 石田元紀 桐生中學 熊本工業

０３９号 １２９号 玉井栄 小倉工業 早稲田實

１９３６年 昭和１１年 夏・第２２回 ０３本 ０９１号 １３０号 野村武史 岐阜商業 盛岡商業

０９２号 １３１号 松井栄造 岐阜商業 盛岡商業

０９３号 １３２号 粳田保 靜岡商業 長野商業

１９３７年 昭和１２年 春・第１４回 ００本

１９３７年 昭和１２年 夏・第２３回 ００本

１９３８年 昭和１３年 春・第１５回 ００本

年度別 　
西暦

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

大會通算 春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打



春 夏 春 夏

１９３８年 昭和１３年 夏・第２４回 ００本

１９３９年 昭和１４年 春・第１６回 ００本

１９３９年 昭和１４年 夏・第２５回 ０１本 ０９４号 １３３号 白石充 高岡商業 米子中學

１９４０年 昭和１５年 春・第１７回 ００本

１９４０年 昭和１５年 夏・第２６回 ０２本 ０９５号 １３４号 諏訪(高野)裕良 下関商業 奉天商業

０９６号 １３５号 木村三郎 日大三中 高崎商業

１９４１年 昭和１６年 春・第１８回 ００本

１９４１年 昭和１６年 夏・第２７回 中止

１９４２年 昭和１７年 大日本學徒體育振興大會 藤野祐男 福岡工業 敦賀商業

岡野悟 廣島商業 仙臺一中

１９４３年 昭和１８年

１９４４年 昭和１９年

１９４５年 昭和２０年

１９４６年 昭和２１年 夏・第２８回 ０４本 ０９７号 １３６号 大野一郎 城東中學 芦屋中學

０９８号 １３７号 広瀬吉治 浪華商業 和歌山中

０９９号 １３８号 宇都宮一 浪華商業 函館中學

１００号 １３９号 広瀬吉治 浪華商業 函館中學

１９４７年 昭和２２年 春・第１９回 ０４本 ０４０号 １４０号 大山清勝 中學済々黌 京都二商

０４１号 １４１号 細井富治雄 德島商業 明石中學

０４２号 １４２号 今井田善蔵 今宮中學 桐生中學

０４３号 １４３号 川端与市 桐生中學 海草中學

１９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０１号 １４４号 小俣唯一 谷村工商 福岡中學

１０２号 １４５号 高木茂 福岡中學 高岡商業

１０３号 １４６号 井生元固 小倉中學 志度商業

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打

年度別 　
西暦

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校

大會通算



春 夏 春 夏

１９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０４号 １４７号 鎌田誠二 京都二商 岐阜商業

１０５号 １４８号 足立礼四郎 京都二商 岐阜商業

１０６号 １４９号 岩木益三 京都二商 岐阜商業

１０７号 １５０号 松尾研 小倉中學 成田中學

１０８号 １５１号 西上岩蔵 小倉中學 成田中學

年度別 　
西暦

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

大會通算 春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打



春 夏 春 夏

愛知一中 １９２５年 大正１４年 春・第０２回 ０６本 ０１８号 ０５７号 水野鉱一 愛知一中 高松商業

愛知商業 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０６２号 ０９０号 高谷信一 愛知商業 早稲田實

愛知商業 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０６３号 ０９１号 大矢直三 愛知商業 早稲田實

明石中學 １９３０年 昭和０５年 春・第０７回 ０５本 ０３０号 １１２号 田中義雄 明石中學 敦賀商業

市岡中學 １９１６年 大正０５年 夏・第０２回 ０４本 ００３号 ００３号 松本終吉 市岡中學 長野師範

市岡中學 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００５号 ０２５号 土肥梅之助 市岡中學 横濱商業

市岡中學 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００６号 ０２６号 楠本貞一 市岡中學 横濱商業

市岡中學 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００８号 ０２８号 広岡知男 市岡中學 横濱商業

市岡中學 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ０１０号 ０３０号 土肥梅之助 市岡中學 早稲田實

市岡中學 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２６号 ０３８号 土肥梅之助 市岡中學 北海中學

市岡中學 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２７号 ０３９号 土肥梅之助 市岡中學 北海中學

市岡中學 １９２６年 大正１５年 春・第０３回 ０６本 ０２２号 ０６９号 西川英一 市岡中學 甲陽中學

市岡中學 １９２９年 昭和０４年 夏・第１５回 ０６本 ０７９号 １０８号 勝部尚文 市岡中學 靑島中學

市岡中學 １９２９年 昭和０４年 夏・第１５回 ０６本 ０８０号 １０９号 岡本矩雄 市岡中學 靑島中學

今宮中學 １９４７年 昭和２２年 春・第１９回 ０４本 ０４２号 １４２号 今井田善蔵 今宮中學 桐生中學

嘉義農林 １９３１年 昭和０６年 夏・第１７回 ０３本 ０８７号 １２１号 平野保郎 嘉義農林 札幌商業

鹿児島商 １９２９年 昭和０４年 夏・第１５回 ０６本 ０８１号 １１０号 石田政良 鹿児島商 北海中學

關東中學 １９３４年 昭和０９年 夏・第２０回 ０２本 ０８９号 １２５号 大塚善次郎 關東中學 高松中學

岐阜商業 １９３６年 昭和１１年 夏・第２２回 ０３本 ０９１号 １３０号 野村武史 岐阜商業 盛岡商業

岐阜商業 １９３６年 昭和１１年 夏・第２２回 ０３本 ０９２号 １３１号 松井栄造 岐阜商業 盛岡商業

京都二商 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０４号 １４７号 鎌田誠二 京都二商 岐阜商業

京都二商 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０５号 １４８号 足立礼四郎 京都二商 岐阜商業

京都二商 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０６号 １４９号 岩木益三 京都二商 岐阜商業

桐生中學 １９３６年 昭和１１年 春・第１３回 ０３本 ０３８号 １２８号 石田元紀 桐生中學 熊本工業

桐生中學 １９４７年 昭和２２年 春・第１９回 ０４本 ０４３号 １４３号 川端与市 桐生中學 海草中學

熊本工業 １９３４年 昭和０９年 夏・第２０回 ０２本 ０９０号 １２６号 松山清次 熊本工業 高松中學

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打

春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校學校別 　

西暦
　

和暦

大會回數 大會
本壘打

大會通算



春 夏 春 夏

熊本商業 １９２６年 大正１５年 春・第０３回 ０６本 ０２１号 ０６８号 藤本数雄 熊本商業 愛知一中

熊本商業 １９２６年 大正１５年 春・第０３回 ０６本 ０２３号 ０７０号 丸山武一 熊本商業 市岡中學

慶應普通 １９１６年 大正０５年 夏・第０２回 ０４本 ００４号 ００４号 足立信夫 慶應普通 和歌山中

慶應普通 １９１６年 大正０５年 夏・第０２回 ０４本 ００５号 ００５号 山口昇 慶應普通 和歌山中

京城中學 １９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０５２号 ０７６号 清水盛輝 京城中學 旭川商業

京城中學 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０６７号 ０９６号 鈴木俊三 京城中學 敦賀商業

甲陽中學 １９２３年 大正１２年 夏・第０９回 ０３本 ０１９号 ０１９号 岡田貴一 甲陽中學 松山商業

甲陽中學 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０７３号 １０２号 鹽見力 甲陽中學 京城中學

甲陽中學 １９３０年 昭和０５年 春・第０７回 ０５本 ０３３号 １１５号 九里忠 甲陽中學 靜岡商業

廣陵中學 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０５９号 ０８７号 三浦芳郎 廣陵中學 敦賀商業

廣陵中學 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０６０号 ０８８号 中尾長 廣陵中學 敦賀商業

廣陵中學 １９２６年 大正１５年 春・第０３回 ０６本 ０１９号 ０６６号 角田隆良 廣陵中學 靜岡中學

廣陵中學 １９２６年 大正１５年 春・第０３回 ０６本 ０２０号 ０６７号 中尾長 廣陵中學 靜岡中學

廣陵中學 １９２７年 昭和０２年 春・第０４回 ０４本 ０２６号 ０８０号 山城健三 廣陵中學 靜岡中學

廣陵中學 １９２７年 昭和０２年 春・第０４回 ０４本 ０２７号 ０８１号 山城健三 廣陵中學 松本商業

廣陵中學 １９２７年 昭和０２年 春・第０４回 ０４本 ０２８号 ０８２号 田部武雄 廣陵中學 和歌山中

小倉工業 １９３１年 昭和０６年 夏・第１７回 ０３本 ０８８号 １２２号 植田延夫 小倉工業 大社中學

小倉工業 １９３６年 昭和１１年 春・第１３回 ０３本 ０３９号 １２９号 玉井栄 小倉工業 早稲田實

小倉中學 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０３号 １４６号 井生元固 小倉中學 志度商業

小倉中學 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０７号 １５０号 松尾研 小倉中學 成田中學

小倉中學 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０８号 １５１号 西上岩蔵 小倉中學 成田中學

佐賀中學 １９２３年 大正１２年 夏・第０９回 ０３本 ０２０号 ０２０号 渡邊勝次 佐賀中學 函館商業

札幌一中 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０６１号 ０８９号 五十嵐利三 札幌一中 愛知商業

靜岡商業 １９３６年 昭和１１年 夏・第２２回 ０３本 ０９３号 １３２号 粳田保 靜岡商業 長野商業

靜岡中學 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２１号 ０３３号 田中市太郎 靜岡中學 北海中學

靜岡中學 １９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０５４号 ０７８号 戸崎舜弘 靜岡中學 高松中學

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打

學校別 　
西暦

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校

大會通算



春 夏 春 夏

下関商業 １９４０年 昭和１５年 夏・第２６回 ０２本 ０９５号 １３４号 諏訪(高野)裕良 下関商業 奉天商業

城東中學 １９４６年 昭和２１年 夏・第２８回 ０４本 ０９７号 １３６号 大野一郎 城東中學 芦屋中學

第一神港 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３１号 ０４３号 山下実 第一神港 早稲田實

第一神港 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３４号 ０４６号 小柴重吉 第一神港 廣島商業

第一神港 １９２５年 大正１４年 春・第０２回 ０６本 ０１３号 ０５２号 山下実 第一神港 長野商業

第一神港 １９２５年 大正１４年 春・第０２回 ０６本 ０１７号 ０５６号 山下実 第一神港 甲陽中學

第一神港 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４３号 ０６１号 岡正 第一神港 米子中學

第一神港 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４５号 ０６３号 山下実 第一神港 柳井中學

第一神港 １９３０年 昭和０５年 春・第０７回 ０５本 ０３１号 １１３号 高島忠 第一神港 高松中學

第一神港 １９３０年 昭和０５年 春・第０７回 ０５本 ０３４号 １１６号 高瀬二郎 第一神港 松山商業

臺北中學 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２２号 ０３４号 田子栄一 臺北中學 金澤一中

臺北中學 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２９号 ０４１号 田子栄一 臺北中學 松本商業

臺北一中 １９２９年 昭和０４年 夏・第１５回 ０６本 ０８２号 １１１号 蜂須賀泰造 臺北一中 佐賀中學

臺北工業 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０７１号 １００号 大野春雄 臺北工業 前橋中學

臺北工業 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０７２号 １０１号 斎藤昇 臺北工業 前橋中學

大連商業 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ０１３号 ０１３号 酒井貞雄 大連商業 岡山一中

大連商業 １９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０５３号 ０７７号 櫻井修 大連商業 敦賀商業

大連商業 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０６６号 ０９５号 松島一雄 大連商業 甲陽中學

高岡商業 １９３９年 昭和１４年 夏・第２５回 ０１本 ０９４号 １３３号 白石充 高岡商業 米子中學

高松商業 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００１号 ０２１号 野村栄一 高松商業 和歌山中

高松商業 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ０１１号 ０３１号 村川克己 高松商業 愛知一中

高松商業 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ０１２号 ０３２号 村川克己 高松商業 早稲田實

高松商業 １９２５年 大正１４年 春・第０２回 ０６本 ０１４号 ０５３号 宮武三郎 高松商業 市岡中學

高松商業 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４２号 ０６０号 多胡隆義 高松商業 東山中學

高松商業 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０５６号 ０８４号 井川喜代一 高松商業 第一神港

高松中學 １９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０５０号 ０７４号 那須神吉 高松中學 東山中學

高松中學 １９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０５１号 ０７５号 高橋喜郎 高松中學 東山中學

中學済々黌 １９４７年 昭和２２年 春・第１９回 ０４本 ０４０号 １４０号 大山清勝 中學済々黌 京都二商

學校別 　
西暦

　
和暦

大會回數 大會
本壘打

大會通算 春/夏
通 算

　
氏名

　
學校

　
相手校

中等野球　春・夏　全國大會　歴代本壘打



春 夏 春 夏

德島商業 １９４７年 昭和２２年 春・第１９回 ０４本 ０４１号 １４１号 細井富治雄 德島商業 明石中學

鳥取一中 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２３号 ０３５号 中島均 鳥取一中 京城中學

鳥取一中 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２４号 ０３６号 横山保正 鳥取一中 京城中學

鳥取一中 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２５号 ０３７号 横山保正 鳥取一中 京城中學

鳥取一中 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３０号 ０４２号 中島均 鳥取一中 同志社中

鳥取一中 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０５５号 ０８３号 宮脇環 鳥取一中 茨城商業

鳥取一中 １９２９年 昭和０４年 夏・第１５回 ０６本 ０７７号 １０６号 竹谷勝義 鳥取一中 秋田師範

鳥取一中 １９２９年 昭和０４年 夏・第１５回 ０６本 ０７８号 １０７号 千谷七郎 鳥取一中 秋田師範

長野商業 １９３１年 昭和０６年 夏・第１７回 ０３本 ０８６号 １２０号 小林正 長野商業 大分商業

長野中學 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ００８号 ００８号 俣野勇 長野中學 豊國中學

浪華商業 １９３４年 昭和０９年 春・第１１回 ０１本 ０３６号 １２４号 納家米吉 浪華商業 東邦商業

浪華商業 １９４６年 昭和２１年 夏・第２８回 ０４本 ０９８号 １３７号 広瀬吉治 浪華商業 和歌山中

浪華商業 １９４６年 昭和２１年 夏・第２８回 ０４本 ０９９号 １３８号 宇都宮一 浪華商業 函館中學

浪華商業 １９４６年 昭和２１年 夏・第２８回 ０４本 １００号 １３９号 広瀬吉治 浪華商業 函館中學

日大三中 １９４０年 昭和１５年 夏・第２６回 ０２本 ０９６号 １３５号 木村三郎 日大三中 高崎商業

東山中學 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４０号 ０５８号 加藤常雄 東山中學 北海中學

東山中學 １９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０４８号 ０７２号 大西宗孝 東山中學 八戸中學

廣島商業 １９１６年 大正０５年 夏・第０２回 ０４本 ００２号 ００２号 柚花尋 廣島商業 中學明善

廣島商業 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３５号 ０４７号 梶上初一 廣島商業 第一神港

廣島商業 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３７号 ０４９号 梶上初一 廣島商業 大連商業

廣島商業 １９３６年 昭和１１年 春・第１３回 ０３本 ０３７号 １２７号 奈良友夫 廣島商業 岐阜商業

廣島商業 １９４２年 昭和１７年 大日本學徒體育振興大會 岡野悟 廣島商業 仙臺一中

廣島中學 １９１５年 大正０４年 夏・第０１回 ０１本 ００１号 ００１号 中村隆元 廣島中學 鳥取中學

福岡工業 １９４２年 昭和１７年 大日本學徒體育振興大會 藤野祐男 福岡工業 敦賀商業

福岡中學 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０２号 １４５号 高木茂 福岡中學 高岡商業
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釜山中學 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４４号 ０６２号 田中二夫 釜山中學 柳井中學

平安中學 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０５８号 ０８６号 稲田照夫 平安中學 臺北商業

平安中學 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０７４号 １０３号 内牧雄一 平安中學 福岡中學

平安中學 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０７６号 １０５号 西村喜章 平安中學 甲陽中學

平安中學 １９３０年 昭和０５年 春・第０７回 ０５本 ０３２号 １１４号 中川伴次郎 平安中學 臺北一中

平安中學 １９３０年 昭和０５年 夏・第１６回 ０３本 ０８４号 １１８号 稲田照夫 平安中學 東北中學

平安中學 １９３０年 昭和０５年 夏・第１６回 ０３本 ０８５号 １１９号 稲田照夫 平安中學 東北中學

平安中學 １９３２年 昭和０７年 春・第０９回 ０１本 ０３５号 １２３号 本田親喜 平安中學 中京商業

豊國中學 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ００７号 ００７号 山本陸郎 豊國中學 長野中學

豊國中學 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ０１１号 ０１１号 沖文雄 豊國中學 盛岡中學

豊國中學 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ０１２号 ０１２号 原田守次 豊國中學 盛岡中學

北海中學 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０２８号 ０４０号 小林駒次郎 北海中學 市岡中學

北海中學 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４１号 ０５９号 田上政男 北海中學 東山中學

松本商業 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３８号 ０５０号 西村成敏 松本商業 鳥取一中

松本商業 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３９号 ０５１号 西村成敏 松本商業 鳥取一中

松本商業 １９２６年 大正１５年 春・第０３回 ０６本 ０２４号 ０７１号 矢島粂安 松本商業 高松商業

松本商業 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０５７号 ０８５号 佐藤茂美 松本商業 京城中學

松本商業 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０６５号 ０９３号 佐藤茂美 松本商業 廣陵中學

松山商業 １９２３年 大正１２年 夏・第０９回 ０３本 ０１８号 ０１８号 藤本定義 松山商業 甲陽中學

松山商業 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３３号 ０４５号 森茂雄 松山商業 秋田中學

松山商業 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３６号 ０４８号 森茂雄 松山商業 松本商業

松山商業 １９２５年 大正１４年 春・第０２回 ０６本 ０１５号 ０５４号 空谷光友 松山商業 横濱商業

松山商業 １９２５年 大正１４年 春・第０２回 ０６本 ０１６号 ０５５号 森本茂 松山商業 横濱商業

松山商業 １９２７年 昭和０２年 春・第０４回 ０４本 ０２５号 ０７９号 矢野清良 松山商業 鳥取一中

明倫中學 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ００９号 ００９号 菅修三 明倫中學 松山商業

盛岡中學 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ０１０号 ０１０号 及川要一 盛岡中學 豊國中學

谷村工商 １９４７年 昭和２２年 夏・第２９回 ０８本 １０１号 １４４号 小俣唯一 谷村工商 福岡中學

横濱商業 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００４号 ０２４号 飯田国吉 横濱商業 市岡中學
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横濱商業 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００７号 ０２７号 増田喜三郎 横濱商業 市岡中學

和歌山中 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ００６号 ００６号 戸田廉吉 和歌山中 神戸一中

和歌山中 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ０１４号 ０１４号 戸田廉吉 和歌山中 京都一商

和歌山中 １９２１年 大正１０年 夏・第０７回 １０本 ０１５号 ０１５号 堀龍三 和歌山中 京都一商

和歌山中 １９２２年 大正１１年 夏・第０８回 ０２本 ０１６号 ０１６号 田嶋豊次郎 和歌山中 立命館中

和歌山中 １９２２年 大正１１年 夏・第０８回 ０２本 ０１７号 ０１７号 深見顕吉 和歌山中 立命館中

和歌山中 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００２号 ０２２号 田嶋豊次郎 和歌山中 高松商業

和歌山中 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００３号 ０２３号 田嶋豊次郎 和歌山中 高松商業

和歌山中 １９２６年 大正１５年 夏・第１２回 ０７本 ０４９号 ０７３号 丹下康春 和歌山中 愛知商業

和歌山中 １９２８年 昭和０３年 春・第０５回 ０１本 ０２９号 ０９４号 土井寿蔵 和歌山中 靜岡中學

和歌山中 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０６８号 ０９７号 山下好一 和歌山中 佐賀中學

和歌山中 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０６９号 ０９８号 小川正太郎 和歌山中 佐賀中學

和歌山中 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０７０号 ０９９号 土井寿蔵 和歌山中 佐賀中學

和歌山中 １９２８年 昭和０３年 夏・第１４回 １１本 ０７５号 １０４号 土井寿蔵 和歌山中 高松中學

和歌山中 １９３０年 昭和０５年 夏・第１６回 ０３本 ０８３号 １１７号 山下好一 和歌山中 北海中學

早稲田實 １９２４年 大正１３年 春・第０１回 １２本 ００９号 ０２９号 田丸実 早稲田實 市岡中學

早稲田實 １９２４年 大正１３年 夏・第１０回 １９本 ０３２号 ０４４号 山口七郎 早稲田實 第一神港

早稲田實 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４６号 ０６４号 小林政綱 早稲田實 第一神港

早稲田實 １９２５年 大正１４年 夏・第１１回 ０８本 ０４７号 ０６５号 七里正夫 早稲田實 高松商業

早稲田實 １９２７年 昭和０２年 夏・第１３回 １１本 ０６４号 ０９２号 岩瀬彊四郎 早稲田實 愛知商業
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