
※団体戦は12回大会から実施。※1989年から南北海道大会・北北海道大会に分離し開催、回数（上段：道大会、下段：全国大会）
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帯広柏葉  小森　邦寛 駒込　幸則 帯広農業  宮嶋　延光 亀野　倫生

1979 12 　上山　功夫  寺島　克朗 川幡　　聡 　赤川　賢二  船戸　洋幸 岩崎　　誠 旭川東

54年 8 　及川　和哉  山田　直樹 工藤　康貴 　小堀　章彦  宇佐見雄二 相馬　征英 釧路短大附属

 米津　明真  三木　広美

札幌第一 山田　時稔 松岡　　誠 滝　　川 高橋　裕二 中島　英俊

1980 13 　佐々木　進 島田　健司 磯部　裕司 　川崎　洋之 藤川　英司 尾堂　裕之 滝川工業

55年 9 釘田　敏文 三浦　則文 　和田　潔明 北村　伸和 塚本　英樹 池田西

荒生　雅己

滝　　川 塚本　英樹 荒生　雅己 札幌清田 渡辺　　励 立野　聖一

1981 14 　川崎　洋之 岡田　啓伸 山田　直登 　佐藤　英明 松村　洋一 川越　康則 旭川実業

56年 10 松村　康誉 新川　　譲 飯田　堪輝 小島　清志 砂川北

札幌第一 佐久間一侍 角谷　淳一 帯広柏葉 加藤　和彦 山野辺　洋

1982 15 　佐々木　進 寺崎　　明 袴田　修一 　山越　　学 梅山　　晃 武吉　信雄 札幌白石

57年 11 定平　正彦 三橋　正則 村田　弘志 吉田　　篤 滝川

遠藤　忠昭 嶋田　慎吾

札幌第一 角谷　淳一 寺崎　　明 札幌開成 佐藤　直人 西川　修身

1983 16 　佐々木　進 袴田　修一 三橋　正則 　佐藤　英明 北島　昌規 北本　昌之 東海第四

58年 12 遠藤　忠昭 神代　　進 　岩本　　隆 榎本　　明 斉藤　　隆 美瑛

佐藤　　信 桑内　慎吾

帯広緑陽 吉田　　理 大沢　信之 旭川凌雲 中村　智之 大杉　和宏

1984 17 　山田　和雄 桑原　朋宏 嶋　　　健 　野坂　政司 細谷　弘樹 近藤　　一 登別南

59年 13 　西原　宏治 竹島　　浩 阿部　全博 荒川　政彦 小助川雅人 札幌第一

谷地館　渉 白川　良弘

札幌第一 伊藤　隆宏 吉川　裕宣 小樽桜陽 小黒　雅文 木村　清仁

1985 18 　佐々木　進 林　　秀行 桂川　禎勝 　坂　　泰樹 千葉光太郎 今　　隆之 滝川工業

60年 14 　木本　省三　 米田　雅実 吉野　　乃 　早川　博之　 大川　弘輔 野辺　直樹 江陵

佐藤　貴明 奥野　恭弘

札幌第一 米田　雅実 牧野　昌宗 滝川工業 由利　義和 木村　宏之

1986 19 　木本　省三　 工藤　忠和 横山　　匠 　猪股　康行 小野寺康之 川合　芳尚 札幌開成

61年 15 　井口　一司 藤本　謙治 村井　秀樹 　泉田　千一 桜井　敬大 秋山　　清 帯広緑陽

武田　博和 斉藤　之護

札幌第一 工藤　忠和 平野　朝也 旭川工業 中多　朋之 大西　一成

1987 20 　木本　省三　 横山　　匠 藤本　謙治 　笠谷　茂夫 宮崎　征博 大崎　淳二 帯広柏葉

62年 16 　井口　一司 村井　秀樹 佐藤　嘉伸 　川内　輝彰 古川　英樹 庄内　繁升 札幌開成

郷路　一郎 　 及川　正和

札幌第一 平野　朝也 佐藤　嘉伸 旭川工業 堤　　浩一 古川　英樹

1988 21 　木本　省三　 郷路　一郎 末村　利彦 　笠谷　茂夫 庄内　繁升 槙　　規之 函館東

63年 17 　井口　一司 斉藤　　実 萩原　利雄 　川内　輝彰 大家　浩至 馬木　貴之 滝川工業

米田　紀興

札幌第一 萩原　利雄 斉藤　　実 札幌新川 大森　雅光 中嶋　憲一

1989 22 　木本　省三 石橋　直矢 大川　延秀 　河崎　正紀 太田　克也 高橋　　真 富川

平成 18 　井口　一司 池田　　敏 水沢　直哉 　東　　健治 佐藤　貴則 小林　正典 札幌平岸

元年 福田　光伸 渡辺　修市

札幌第一 福田　光伸 水沢　直哉 札幌新川 高畑　　秀 渡辺　修市

1990 23 　木本　省三 盛　　雅人 西田　　渉 　河崎　正紀 高橋　　真 太田　克也 札幌西陵

2年 19 　井口　一司 佐竹　友昭 日野　昌晃 　東　　健治 大坂　恭三 平出　　望 札幌南

小倉　隆司 成田　周平

札幌第一 西田　　渉 日野　昌晃 札幌新川 志摩　　堤 平出　　望

1991 24 　木本　省三 佐竹　友昭 小倉　隆司 　河崎　正紀 成田　周平 佐藤　和寿 駒大岩見沢

3年 20 　井口　一司 梅田　恵介 井野　嘉久 　東　　健治 原口　典人 板東　昌志 札幌西陵

川畑　友和 横山　耕平

函　館

室　蘭

小　樽

栄光の記録　男子団体戦

西暦
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帯　広

岩見沢

函　館

釧路

岩見沢

網　走

選　　手　　名

旭　川

岩見沢

岩見沢

旭　川
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札幌第一 井野　嘉久 川畑　友和 駒大岩見沢 田中　保裕 野村　拓成

1992 25 　木本　省三 斉藤　　豊 一宮　孝一 　村松　弘昭 朝山　康夫 相内　公成 小樽桜陽

4年 21 　井口　一司 高橋　　司 今西　隆浩 　深田　育也 菅野　雅之 河原　　宏 札幌西陵

水上　　剛 後藤　茂雄

札幌第一 一宮　孝一 今西　隆浩 札幌新川 斉藤　聡彦 阿知良浩司

1993 26 　木本　省三 高橋　　司 水上　　剛 　河崎　正紀 鵜飼　新太 安田　　誠 札幌西陵

5年 22 　井口　一司 馬木　智一 妹尾　将義 　長谷　勝則 古島　　大 伊藤　勇介 駒大岩見沢

斉藤栄太郎 杉本　睦樹

札幌第一 妹尾　将義 馬木　智一 札幌新川 伊藤　勇介 下川　憲哉

1994 27 　木本　省三 斉藤栄太郎 久保田秀明 　河崎　正紀 杉本　睦樹 木下　博之 小樽桜陽

6年 23 　井口　一司 堀　　将啓 久保　憲司 　長谷　勝則 中島　正道 平間　雄一 札幌啓成

佐藤　祐亮 藤井　幸司

札幌第一 真岩　秀一 佐藤　祐亮 札幌新川 藤井　幸司 藤野　和彦

1995 28 　木本　省三 大島　健史 佐藤　弘通 　河崎　正紀 佐藤　広規 宮森　　基 札幌開成

7年 24 　井口　一司 堀口　高志 内山　直哉 　北条　　剛 古田　貴也 三浦　朋幸 札幌商業

三上　裕司 小林　俊介

札幌第一 三上　裕司 岩淵　大介 札幌新川 宮森　　基 高木　昭宏

1996 29 　井口　一司 宮澤　幸雅 金本　真也 　河崎　正紀 玉谷　亮太 高松　友介 札幌商業

8年 25 　木本　省三 鈴木　敏之 鵜川　将希 　岩本　修一 宮永　京吾 杉本　　猛 函館工業

宮北　智栄 池田　清人

札幌第一 皆川　信朗 秋元健太郎 札幌商業 高橋　昭宏 元木　貴志

1997 30 　井口　一司 吉田　　仁 時田　大樹 　石黒　裕基 富士原淳一 太田　和宏 登別南

9年 26 　木本　省三 橋本　暁人 長原　正博 　竹内　　強 岡部　祐輔 中沢　篤哉 駒大岩見沢

佐々木　勇 桑野　雄大

札幌第一 長原　正博 橋本　暁人 札幌商業 安達　辰徳 桑野　一成

1998 31 　井口　一司 伊辺　拓樹 細田　帆人 　石黒　裕基 大川原　孝 鈴木　淳之 札幌南

10年 27 　木本　省三 能登　　稔 森川　達彦 　竹内　　強 大石　記史 横井　勇樹 札幌開成

早坂　幸平 笠井　　裕

札幌第一 早坂　幸平 石田　圭大 札幌南 太田　洋輝 長田　　烈

1999 32 　井口　一司 池添　尚貴 谷川　雄輔 　伊端　裕之 五十嵐浩二 高橋　　洋 札幌北

11年 28 　木本　省三 藤田　明廣 楢山　和紀 　岩本　亜希 工藤　真也 今井　優樹 札幌商業

高谷　大樹 山内　泰彦

札幌第一 池添　尚貴 谷川　雄輔 札幌商業 佐藤　真一 奥山　　豪

2000 33 　井口　一司 楢山　和紀 藤田　明廣 　石黒　裕基 小中　　守 高階　祐一 札幌北

12年 29 　川畑　友和 福岡　孝太 山田　光大 　竹内　　強 島倉　一樹 五十嵐辰太朗 札幌新川

佐藤　勇大 竹内　　充

札幌第一 山田　光大 佐藤　勇大 札幌商業 高階　祐一 島倉　一樹

2001 34 　井口　一司 工藤　慶祐 山田　和弘 　石黒　裕基 高橋　拓也 五十嵐辰太朗 札幌月寒

13年 30 　川畑　友和 松浦晋太郎 中野　智貴 　竹内　　強 塩崎　篤史 竹内　　充 室蘭栄

　滝本　康洋 小野寺　翼 　田内　健文 菅原　拓真

札幌第一 山田　和弘 中野　智貴 札幌商業 田内　健文 梅原　靖希

2002 35 　井口　一司 工藤　慶祐 加納　　翼 　石黒　裕基 田中　宏樹 河戸　孝平 函大付属有斗

14年 31 　川畑　友和 松浦晋太郎 松原　　徹 　竹内　　強 清水　隆士 水戸　雄夏 函館工業

　三瓶　　明 小野寺　翼 　浜野　貴史 秋元　貴浩

札幌第一 三瓶　　明 十河　弘樹 札幌商業 梅原　靖希 谷口　貴洋

2003 36 　井口　一司 加納　　翼 原田　佳祐 　石黒　裕基 秋元　貴浩 長谷川　純 札幌西陵

15年 32 　川畑　友和 下田　純也 大平 真名人 　竹内　　強 水戸　雄夏 小野寺竜弥 札幌清田

　東谷　崇登 高島　雅彦 　三浦　拓也 河戸　孝平

札幌第一 富樫　　潤 小野寺　豪 北海学園札幌 長谷川　純 芦澤　裕也

2004 37 　井口　一司 高島　雅彦 神田　貴仁 　竹内　　強 谷口　貴洋 田中　将太 函館工業

16年 33 　川畑　友和 十河　弘樹 成田　大輔 　石黒　裕基 小野寺竜弥 加藤　健一 札幌新川

　田中　憲祐 大平真名人 藤野　晋也

札幌第一 成田　大輔 鈴木　陵麻 北海学園札幌 藤野　晋也 銅　　将雅

2005 38 　井口　一司 田内　秀幸 小野寺勝也 　竹内　　強 芦澤　裕也 山岸　亨輔 函館工業

17年 34 　川畑　友和 松浦　恭介 石川　岳明 田中　将太 岡田　賢晴 小樽工業

角谷　翔太 田渕　雄喜 加藤　健一

室　蘭

苫小牧

岩見沢

札　幌

函　館

倶知安

苫小牧

岩見沢

函　館

小　樽

札　幌

札　幌

室　蘭

美　唄
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札幌第一 小野寺勝也 田渕　雄喜 北海学園札幌 加藤　景太 銅　　将雅

2006 39 　井口　一司 角谷　翔太 山本　　慧 竹内　　強 山岸　亨輔 澤田　純平 苫小牧工業

18年 35 　川畑　友和 石川　岳明 鈴木　陵麻 岡田　賢晴 星野　翔太 札幌北斗

安井　　蓮 中村　隆志 広瀬　裕野

札幌第一 平池　淳希 諏訪内翔太 函館工業 関谷　祐樹 太田　尊也

2007 40 井口　一司 中村　隆志 中川　雄介 市田　悦雄 田中　隆介 佐藤　寿彦 岩見沢東

19年 36 　川畑　友和 駒井　亜星 安井　　蓮 伊藤　優太 菊池　憲至 菅原　佑太 札幌龍谷学園

小場　裕大 尾野　拓郎 鈴木　良祐 島田　洋平

札幌第一 渡辺　　成 銅　　大雅 札幌龍谷学園 大沢　俊介 岩野　希央

2008 41 井口　一司 遠藤　祐太 尾野　拓郎 渡部　弘幸 小野　拓也 廣坂　貴史 小樽桜陽

20年 37 川畑　友和 佐久間浩平 藤井　佑介 大島　健史 鈴木　孝直 宮川　雄大 函館工業

山本　皓策 畑本　康貴 吉田　涼翔 宮澤　紳哉

札幌第一 藤井　佑介 吉原　康司 札幌龍谷学園 田沼　旅宇 鈴木　孝直

2009 42 井口　一司 山本　皓策 奥名　和希 渡部　弘幸 見澤　昌哉 宮澤　紳哉 苫小牧工業

21年 38 川畑　友和 畑本　康貴 小坂　一貴 大島　健史 中道　翔太 古賀　裕稀 札幌藻岩

松尾　龍斗 宇野　友規 鈴木　　諒 小野　剛志

札幌第一 秋田　剛志 松尾　龍斗 札幌龍谷学園 中道　翔太 古賀　裕稀

2010 43 川畑　友和 宇野　友規 小坂　一貴 渡部　弘幸 小野　剛志 木滑　純一 小樽工業

22年 39 関田　慶大 水間　陽介 渡邊　黎 大島　健史 椎名　紀介 高橋　泰貴 倶知安

大澤　幹樹 三枝　力紀 亀田　晋太郎 平井健太郎

札幌第一 水間　陽介 渡邊　黎 札幌龍谷学園 椎名　紀之 高橋　泰貴

2011 44 川畑　友和 三枝　力紀 吉田　尚弥 渡部　弘幸 平井健太郎 笠谷　修吾 函館工業

23年 40 関田　慶大 大澤　幹樹 中谷　亮太 大島　健史 佐藤　一生 佐野　巴秋 小樽工業

山口　友輔 中野　晃秀 泉井　省吾 吉村　海二

札幌龍谷学園 笠谷　修吾 吉村　海二 札幌第一 山口　友輔 渡邉　一史

2012 4５ 渡部　弘幸 佐藤　一生 佐野　巴秋 川畑　友和 日下　凌 品田　啓輔 北海

2４年 41 大島　健史 三上　真臣 本間　匠 関田　慶大 塚本　光希 武石　優斗 函館工業

鵜野十起也 佐久間啓太 井上　 颯 大友　拓海

札幌第一 塚本　光希 二谷　優吾 札幌北斗 柴田　昂平 水上　拓美

2013 46 川畑　友和 武石　優斗 能戸孔太郎 戸田　昌宏 五十嵐怜音 山内　脩平 札幌西陵

25年 42 関田　慶大 大友　拓海 日詰　晴輝 林　　重利 廣橋　諒人 高西　翔大 北海

五十嵐修二郎 井上　　颯 二階堂秀哉 清水　　吏

札幌第一 二谷　優吾 能戸孔太郎 札幌龍谷学園 中道　脩斗 宇高　友輔

2014 47 川畑　友和 日詰　晴輝 内田　成哉 大島　健史 大滝　聖矢 岩坂　憲樹 函館工業

26年 43 関田　慶大 前田　悠真 館　　賢太 米田　　準 岡本　元喜 佐藤　広夢 札幌北斗

岡久　倖基 敦賀　貴洋 伊藤　将一 古里　祐也

札幌第一 館　　賢太 岡久　倖基 札幌龍谷学園 岡本　元喜 大滝　聖矢

2015 48 川畑　友和 中山　海斗 池田　佑介 大島　健史 宇高　友輔 岩坂　憲樹 函館工業

27年 44 池田　伸博 伊藤虎之介 橋本瞬次郎 米田　　準 及川きらり 牧　　聖司 北海

溝渕　海太 高橋　大輝 竹内　大輔 鵜野　立堂

2016 49

28年 45

2017 50

29年 46

2018 51

30年 47

函　館

苫小牧

小　樽

札　幌

函　館

函　館

苫小牧

室　蘭

深　川

札　幌

小　樽

札　幌

室 蘭



※団体戦は12回大会から実施。※1989年から南北海道大会・北北海道大会に分離し開催、回数（上段：道大会、下段：全国大会）

第　三　位

チーム名 チーム名

監督・コーチ 監督・コーチ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

砂 川 南 舛田　真弥 神山　知子 帯広大谷  何瀬佐智子 竹中　明美

1979 12 　溝口　英竜 川井　雅代 伊藤　理佳 　森田　精一  志村　香織 勘原美香恵 桧　山　北

54年 8 瀬川真由美 酒井 理子 　堀川みゆき  柴田　真波 千葉　敦子 滝　川　西

　  吉岡ひろみ

砂　川　南 瀬川真由美 酒井祐理子 札幌静修 笠原真由美 林原　真弓

1980 13 　溝口　英竜 高橋真奈美 木津　光恵 　谷浦　　隆 大波いくみ 浅田　由香 帯広大谷

55年 9 　遠藤　英作 細川　智加 湯谷　郁子 　中田由香里 杉本　美樹 植田　裕子 滝川北

長　　　沼 大石　千秋 松本　洋子 帯広大谷 阿部　千鶴 木下　芳美

1981 14 　藤原　至子 宮井　純子 大沢　充子 　森田　精一 村下　知恵 風張　良子 札幌北星

56年 10 　小山　宮子 伊藤しのぶ 山田　範子 　山越　　学 今村　由美 佐々木貴代 釧路星園

斎藤　朱美 志賀　静香

帯広大谷 今村　由美 佐々木貴代 北星学園女子 山口　純佳 加藤　洋子

1982 15 　森田　精一 志賀　静香 三田村喜恵 　井上 望太郎 小飼　真弓 徳橋紀代美 岩見沢西

57年 11 石川　清美 　本間　英明 亀谷奈津子 広田ゆりえ 砂川南

山内　由美

北星学園女子 山内真由美 魚住　恵子 札幌開成 曽我久美子 小岩由美子

1983 16 　井上 望太郎 広瀬由香里 高田　知佳 　岩本　　隆 小川真理子 小林　純恵 中標津

58年 12 　本間　英明 平井千由紀 池尾　郁子 　佐藤　英明 川口由紀子 木寅　直美 砂川南

夏堀実千恵 伊藤　由起

北星学園女子 平井千由紀 林　　絹江 帯広大谷 伊藤夕美子 大塚　理絵

1984 17 　井上 望太郎 池尾　郁子 永田　淑子 　森田　精一 関口美喜子 大村　佳代 旭川実業

59年 13 　小飼 美香子 近藤由紀子 黒田　圭子 　尾張　健一 金沢　志保 室谷　葉子 札幌静修

夏堀実千恵 植松　千加

札幌静修 佐々木千春 池田　有里 帯広大谷 片桐真奈美 中村　裕子

1985 18 　谷浦　　隆 牟田　佳代 西谷奈身子 　森田　精一 植松　千加 大塚　理絵 旭川商業

60年 14 　高木　孝子 小田桐友美 大山　明美 　尾張　健一 室谷　葉子 井上　由佳 旭川凌雲

岩井　芳美

札幌静修 西谷奈身子 小田桐友美 旭川凌雲 横手　章子 増井　リカ

1986 19 　谷浦　　隆 岩井　芳美 大山　明美 　高橋　昌久 青木　朋子 石橋　和美 登別南

61年 15 　佐藤　貴子 澤田　百合 大江　生美 　野板　政司 江刺あけみ 奥山　恵子 旭川実業

原田　典子 徳山　深雪

札幌静修 山根　理江 澤田　百合 坂本麻由美 宮部　清美

1987 20 　谷浦　　隆 黒川　則子 中垣真紀子 釧路星園 伊在井章子 佐藤　洋子 旭川商業

62年 16 村田美和子 佐伯　洪江 　雑賀　重二 上村　直子 長谷川真弓 登別南

河村　志保 向山　広美

札幌静修 中垣真紀子 村田美和子 旭川商業 奥山　睦子 稲垣亜矢子

1988 21 　谷浦　　隆 河村　志保 佐藤　京子 　津田　昌彰 福井かおり 松浦ゆかり 登別南

63年 17 　日野　琴絵 清野　悦子 梶原　夕子 　佐藤　　浩 小足さおり 米脇　理恵 釧路星園

佐藤　真弓 赤坂　由希

札幌静修 梶原　夕子 佐藤　京子 登　別　南 沢田　昌子 中野　豊子

1989 22 　谷浦　　隆 星川　　愛 清野　悦子 　森沢　邦昭 村井　洋子 山中　康江 北星学園女子

平成 18 高木　浩美 川畑　麻美 　大磯　浩人 佐藤有希子 板橋　圭子 札幌新川

元年 多田　恭子 佐々木　恵

札幌静修 多田　恭子 川畑　麻美 寺井　進子 竹内　砂織

1990 23 　谷浦　　隆 高木　浩美 伊東　貴代 札幌啓北商業 栗原　初美 南　　香織 登別南

2年 19 　山本　千暖 山口　亜希 今野　亜希 　平沢　　寛 松岡　幸代 絹川　暁子 北星学園女子

大西　久子 高橋　直子

札幌静修 山口　亜希 今野　亜希 とわの森三愛 松岡　美帆 小泉　奈々

1991 24 　谷浦　　隆 伊東　貴代 金子　恭子 　阿部　忠夫 小畑千恵里 山田真由美 札幌啓北商業

3年 20 　汲川　千之 中村　美穂 加藤千恵子 　小松　純子 友広　留巳 高橋　真紀 北星学園女子

河合　章江 高橋　京子

栄光の記録　女子団体戦

西暦
年号

回 開催地

優　　　　　　　　勝 準　　　優　　　勝

選　　手　　名 選　　手　　名 チーム名

帯　広

岩見沢

旭　川

小　樽

釧路

岩見沢

網　走

函　館

室　蘭

岩見沢

岩見沢

旭　川

函　館



第　三　位

チーム名 チーム名

監督・コーチ 監督・コーチ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

西暦
年号

回 開催地

優　　　　　　　　勝 準　　　優　　　勝

選　　手　　名 選　　手　　名 チーム名

札幌静修 中村　美穂 加藤 千恵子 北星学園女子 野中久美子 渡辺絵里子

1992 25 　谷浦　　隆 河合　章江 岩井　奈摘 　井上望太郎 門馬　　希 杉原あゆ子 とわの森三愛

4年 21 　中垣真紀子 太才　利香 高橋　昌子 　清水　和重 大澤みかる 新谷有香利 札幌西陵

西村　美香

西村　美香 高橋　昌子 とわの森三愛 菊地美加子 中川亜希子

1993 26 札幌静修 原　　香織 斉藤　弓華 　阿部　忠夫 笠松　美紀 斎藤　瑞穂 室蘭商業

5年 22 　谷浦　　隆 蓑島さゆり 松田　友見 　小松　純子 浜田　晃代 長崎　由香 聖ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ女子

冨士元史緒 榊　真智子

札幌静修 斎藤　弓華 蓑島さゆり 札幌丘珠 桜井　　希 佐藤　　恵

1994 27 　谷浦　　隆 二瓶志津香 伴　　宏美 　杉山久美子 大作　理恵 早山　里子 聖ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ女子

6年 23 　後藤　貴宏 本多　志保 桜井 亜希実 　庄司　敏文 宮島さとみ 畠山さとみ とわの森三愛

松井　　希 高橋　律恵

札幌静修 伴　　宏美 二瓶志津香 とわの森三愛 田口　智子 原田　貴子

1995 28 　谷浦　　隆 本多　志保 桜井亜希実 　阿部　忠夫 榊　美智子 小寺ひろみ 函館工業

7年 24 　川村　秋子 宮関　樹里 元木　　瞳 　小松　純子 片山　千春 川原　抄苗 札幌丘珠

本多　朱実 馬淵　明美

札幌静修 本多　朱実 元木　　瞳 とわの森三愛 榊　美智子 小寺ひろみ

1996 29 　谷浦　　隆 酒匂　美希 伊野亜沙美 　阿部　忠夫 片山　千春 松原真智子 札幌丘珠

8年 25 　澤田　百合 沼田真奈美 中田　麻美 　小松　純子 安田　三紗 山本　香織 登別南

　 日下部ひとみ 鳶根みどり

札幌静修 中田　麻美 沼田真奈美 とわの森三愛 田島亜矢子 松原真智子

1997 30 　谷浦　　隆 岩岡　知子 中島　輝美 　阿部　忠夫 安田　三紗 高井　　香 室蘭商業

9年 26 　澤田　百合 三品美智子 立花沙由里 　小松　純子 長能　明子 相馬　未佳 小樽潮陵

中村　彰子 金田　幸子

札幌静修 三品美智子 中島　輝美 とわの森三愛 金田　幸子 秋本　真希

1998 31 　谷浦　　隆 立花沙由里 中村　彰子 　阿部　忠夫 江井祐妃子 高階　寛子 札幌西陵

10年 27 　沼田 真奈美 疋田　彩子 本田 いずみ 　小松　純子 池田　暁奈 常通やよい 函館工業

修田　真恵 岩崎　睦美

札幌静修 本田いずみ 修田　真恵 とわの森三愛 高階　寛子 池田　暁奈

1999 32 　谷浦　　隆 三品万里子 岩倉　麻美 　阿部　忠夫 常通やよい 江井祐妃子 函館工業

11年 28 　横山　　匠 小野麻衣子 岩島恵里子 　小松　純子 岩崎　睦美 川合　千代 札幌商業

伊辺　夏好 鈴木ことみ

札幌静修 岩島恵里子 伊辺　夏好 とわの森三愛 川合　千代 堤　　聖子

2000 33 　谷浦　　隆 堤　今日子 藤沢　　愛 　阿部　忠夫 山口　なお 吉田明日香 札幌山の手

12年 29 　横山　　匠 神田　麻里 阿野加代子 　小松　純子 遠藤　沙織 田中　康子 札幌龍谷

安井　千紘 今　　麻美

札幌静修 阿野加代子 神田　麻里 とわの森三愛 遠藤　沙織 吉田明日香

2001 34 　谷浦　　隆 内山　麻美 安井　千紘 　阿部　忠夫 八木　香澄 水上　友美 函館工業

13年 30 　横山　　匠 保科ひろ子 中鉢　　望 　妹尾　将義 高井　愛弓 白府　　幸 札幌北斗

　宮越　明菜 堤　菜央子 　小松田実花 金丸　沙紀

札幌静修 中鉢　　望 及川さおり とわの森三愛 水上　友美 小松田実花

2002 35 　谷浦　　隆 永野　陽子 石﨑　博子 　阿部　忠夫 八木　香澄 金丸　沙紀 札幌第一

14年 31 　横山　　匠 工藤　亜紀 　妹尾　将義 田中　水葵 遠藤　友美 函館工業

　宮越　明菜 河井奈都樹 　林　　佳奈 高井　愛弓

札幌静修 永野　陽子 堤　　桂子 とわの森三愛 島　　百香 竹内　麻美

2003 36 　谷浦　　隆 工藤　亜紀 小寺　麻衣 　妹尾　将義 高橋　清絵 林　　佳奈 札幌国際情報

15年 32 　横山　　匠 河井奈都樹 木村　　茜 　阿部　忠夫 遠藤　友美 出口　麻実 函館工業

  及川 さおり 石﨑　博子   阿保貴美香 竹内　遥香

札幌静修 小寺　麻衣 宮下　香織 札幌北斗 佐伯　知香 近岡　亜以

2004 37 　谷浦　　隆 堤　　桂子 蜜石　百合 　戸田　昌宏 高島　愛美 佐藤　由唯 札幌国際情報

16年 33 　横山　　匠 木村　　茜 坂田麻衣子 　篠田　敏夫 佐藤　綾奈 松田　理奈 とわの森三愛

　千葉　佳奈 澤村　郁美 　五十嵐ひろか 西　美可子

とわの森三愛 八木麻由加 野呂　紅葉 札幌静修 宮下　香織 櫛引　千秋

2005 38 　妹尾　将義 内田麻依子 佐藤裕里香 　谷浦　　隆 蜜石　百合 小野地友希 札幌北斗

17年 34 　阿部　忠夫 工藤　奈穂 小泉さやか 　横山　　匠 島津　未来 高野　有香 札幌国際情報

伊藤　友紀 飯田　彩乃 千葉　佳奈 小久保陽香

小　樽

札　幌

室　蘭

岩見沢

札　幌

苫小牧

岩見沢

函　館

倶知安

苫小牧

室　蘭

函　館

美　唄

札　幌



第　三　位

チーム名 チーム名

監督・コーチ 監督・コーチ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

西暦
年号

回 開催地

優　　　　　　　　勝 準　　　優　　　勝

選　　手　　名 選　　手　　名 チーム名

札幌静修 島津　未来 大久保里美 とわの森三愛 小泉さやか 種市　汐莉

2006 39 　谷浦　　隆 小野地友希 小久保陽香 　妹尾　将義 中川まどか 本間　美穂 函館工業

18年 35 　横山　　匠 川岸　愛未 髙野　有香 　阿部　忠夫 竹内　一葉 蔵重　志帆 札幌北斗

横内　　瞳 加藤優梨花 住友　彩花

とわの森三愛 福岡かおり 本間　美穂 札幌静修 加藤優梨花 奥村　杏菜

2007 40 　妹尾　将義 中川まどか 竹内　一葉 谷浦　　隆 加賀　由依 加賀谷彩香 札幌龍谷学園

19年 36 　阿部　忠夫 蔵重　志帆 種市　汐莉 横山　　匠 坂本　唯香 佐々木希笑 札幌北斗

赤川　志保 高島　美咲 横内　　瞳 柗田　佳純

札幌静修 坂本　唯香 加賀谷彩香 とわの森三愛 新村　藍理 鐙　　沙姫

2008 41 横山　　匠 奥村　杏菜 佐々木希笑 妹尾　将義 松尾　薫乃 赤川　志保 札幌北斗

20年 37 谷浦　　隆 柗田　佳純 庄山　　栞 阿部　忠夫 高島　美咲 青井真里奈 倶知安

久我紗桜佳 渡辺　梨沙 小野　柚月 山田　　栞

札幌静修 庄山　　栞 渡辺　梨沙 とわの森三愛 山田　　栞 山家ゆりか

2009 42 横山　　匠 中内　彩華 牧野友香里 妹尾　将義 鈴木　　萌 永原沙也香 札幌龍谷

21年 38 三浦　誠司 齋藤　紅亜 岩泉はるか 阿部　忠夫 尾野　千穂 川原　夕奈 札幌北斗

小笠原有希子 山本　未来 上田可奈子

とわの森三愛 永原沙也香 尾野　千穂 札幌静修 牧野友香里 齋藤　紅亜

2010 43 　妹尾　将義 鈴木　　萌 山家ゆりか 横山　　匠 中内　彩華 上本　最子 札幌龍谷

22年 39 　阿部　忠夫 川原　夕奈 藤田　璃子 荒　　紀人 岩島　由季 泥川　佳那 札幌北斗

野開　　彩 原田　麻由 穂苅　莉菜 桂　　綾香

札幌静修 桂　　綾香 泥川　佳那 とわの森三愛 藤田　璃子 松本　麻佑

2011 44 横山　　匠 穂苅　莉菜 栃原　加奈 妹尾　将義 原田　麻由 定免　沙樹 札幌龍谷

23年 40 荒　　紀人 林田　りの 石澤　未夢 阿部　忠夫 長瀬　瑞奈 伊藤　志織 札幌北斗

上村　夏美 遠藤いさみ 松谷　風香 岩谷　真緒

札幌静修 中村　汐里 渡邉　真輝 とわの森三愛 長瀬　瑞奈 松本　麻佑

2012 4５ 横山　　匠 大塚　麻由 楢山　光己 妹尾　将義 定免　沙樹 松谷　風香 札幌北斗

2４年 41 荒　　紀人 浦田奈那美 石澤　未夢 阿部　忠夫 久保田菜南 中野　有沙 札幌龍谷学園

大高　由夏 古澤　朋佳 森田　早紀 池田　有希

とわの森三愛 池田　有希 鈴木　優香 札幌静修 中村　汐里 大高　由夏

2013 46 妹尾　将義 森田　早紀 松本　未玖 横山　匠 林田　　彩 渡邉　真輝 北星学園女子

25年 42 阿部　忠夫 中野　有沙 豊村　綾乃 三浦　誠司 本間　理紗 三上　夏世 札幌北斗

松本　麻佑 久保田菜南 松崎亜弥乃 浦田奈那美

札幌静修 林田　　彩 三上　夏世 とわの森三愛 松本　未玖 鈴木　優香

2014 47 横山　匠 本間　理紗 片桐麻友花 妹尾　将義 豊村　綾乃 古屋　郁衣 北星学園女子

26年 43 三浦　誠司 堀江菜々子 梅田かれん 阿部　忠夫 大門沙也夏 岩谷　真奈 札幌北斗

伊藤恵里佳 鈴木　美羽 小山内奏帆 伊藤　佳織

とわの森三愛 伊藤　佳織 安藤　理子 札幌静修 鈴木　美羽 梅田かれん

2015 48 妹尾　将義 古屋　郁衣 山田　瑛乃 横山　　匠 伊藤恵里佳 泉井沙里奈 札幌龍谷学園

27年 44 阿部　忠夫 小山内奏帆 高澤　　涼 三浦　誠司 吉田　芽生 上杉　優奈 函館工業

橋本　穂香 西尾　樹莉 川口咲弥香 石井まなか

2016 49

28年 45

2017 50

29年 46

2018 51

30年 47

函　館

室　蘭

苫小牧

小　樽

函　館

深　川

札　幌

小　樽

札　幌

室 蘭

札　幌

函　館

苫小牧



※1989年から南北海道大会・北北海道大会に分離し開催、回数（上段：道大会、下段：全国大会）

優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝
島田　治雄 山田　　篤 足達　武美 中川　　肇

1968 小椋　俊隆 板本　公明 小林　義昭 棚山　和男
43年 （室清水） （羽　幌） （羽　幌） （江　別）

角　　恭輔 中川　　肇 佐藤　　護 熊沢　辰也 伴　　和彦
1969 中川　　肇 畠山　　孝 （栗　山） 棚山　和男 杉田　　　 河井　直樹 菊地　孝治
44年 （江　別） （苫　工） 山口　　　 （江　別） （札幌　） （栗　山） （夕　東）

（札幌工業）
高木　勝弘 竹内　信博 高木　勝弘 松本　行則 蛸井　惣次

1970 蛸井　惣次 木村　正身 （札幌西） 赤石　締一 佐藤　文紀 佐藤　敏博 下野　　正
45年 （帯広農業） （羽　幌） 佐藤　義孝 （北　海） （札幌西） （札幌工業） （帯広農業）

（歌志内）
佐々木　守 村上　孝夫 大平　宏史 谷口　文敏 渡辺　一博

1971 村上　孝夫 吉川　　完 （北　海） 中田　仁史 斉藤　利美 兵藤　洋充 大橋　　誠
46年 （札幌西） （網　走） 佐伯　昌彦 （札幌西） （札幌西） （帯広工業） （長万部）

（伊　達）
岩村　重勝 中川　紀夫 渡辺　　篤 三上　英樹 松橋　茂人

1972 5 中川　紀夫 三上　英樹 （江　別） 田辺　義彦 斉藤　純一 松岡　義文 増山　　元
47年 1 （北　海） （帯広柏葉） 渡辺　　篤 （北　海） （札幌商業） （帯広柏葉） （帯広農業）

（札幌商業）
木村　正博 原　　啓一 篠尾　幸孝

1973 6 熊谷　敏夫 津坂　秀雄 米田　清純 熊谷　敏夫 坂東　一郎 松原　昭美
48年 2 （函館東） （網　走） （小樽潮陵） （函館東） （札幌創成） （帯広三条）

桜井　康正 菅野　正博 広川　幸児 篠尾　幸孝 吉田　茂徳
1974 7 篠尾　幸孝 菅野　正博 （帯広柏葉） 中川　康博 高橋　徳之 山越　　稔 三谷　裕司
49年 3 （帯広三条） （帯広柏葉） 遠藤　高弘 （帯広柏葉） （帯広農業） （帯広三条） （釧路商定）

（帯広柏葉）
中村　勝美 吉田　茂穂 来海　有起 高橋　覚史 藤井　範彦

1975 8 吉田　茂穂 三谷　裕司 (北海) 三谷　裕司 千葉　昌弘 馬淵　俊一 横山　晴弥
50年 4 （釧路商定) （釧路商定) 横山　晴弥 （釧路商定) （帯広柏葉) （帯広農業） （釧路商定)

（釧路商定)
後藤　　誠 千葉　昌弘 守屋　　昇

1976 9 佐々木道裕 千葉　昌弘 後藤　　誠 堀　　信浩 中川　憲昭 渡辺　一也
51年 5 （釧路商) （帯広柏葉) （帯広柏葉) （帯広柏葉) （帯広柏葉) (苫小牧工業)

木村　　篤 岩崎　武浩 高橋　　進
1977 10 中島　俊也 木村　　篤 高崎　厚生 下野　和義 古谷　茂晴 栗井　康裕
52年 6 (北海) (栗山) （帯広農業） (栗山) (歌志内) (滝川)

常通　　博 内田　智秋 駒込　幸則
1978 11 常通　　博 竹田　義隆 小飼　清純 竹部　範文 星　　伯幸 小森　邦寛
53年 7 （帯広農業） （帯広柏葉) (北海) （帯広農業） (北海) （帯広柏葉)

伊知地勝美 藤本　謙治 米田　雅実 森内　英雄
1986 19 横山　　匠 工藤　忠和 （札幌旭丘） 村井　秀樹 横山　　匠 前野　浩一
61年 15 （札幌第一） （札幌第一） 米田　雅実 （札幌第一） （札幌第一） （旭川工業）

（札幌第一）
藤本　謙治 藤本　謙治 工藤　忠和 武田　博和 桜井　敬大

1987 20 工藤　忠和 桜井　敬大 （札幌第一） 村井　秀樹 横山　　匠 市川　幸典 秋山　　清
62年 16 （札幌第一） （滝川工業） 村井　秀樹 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （滝川工業）

（札幌第一）
馬木　貴之 佐藤　嘉伸 古川　英樹 平野　朝也 田村　隆起

1988 21 古川　英樹 佐藤　嘉伸 （旭川工業） 郷路　一郎 堤　　浩一 末村　利彦 芳村　晋吾
63年 17 （旭川工業） （札幌第一） 郷路　一郎 （札幌第一） （旭川工業） （札幌第一） （滝川工業）

（札幌第一）
水沢　直哉 水沢　直哉 森田　直樹 斉藤　　実 大川　延起

1989 22 斉藤　　実 萩原　利雄 （札幌第一） 福田　光伸 山本　宏祐 萩原　利雄 石橋　直矢
平成 18 （札幌第一） （札幌第一） 岡本　寿和 （札幌第一） （札幌平岸） （札幌第一） （札幌第一）
元年 （札幌　南）

佐竹　友昭 水沢　直哉 佐竹　友昭 伊賀　政幸 小倉　隆司
1990 23 水沢　直哉 西田　　渉 （札幌第一） 福田　光伸 西田　　渉 大野　典彦 日野　昌晃
2年 19 （札幌第一） （札幌第一） 福田　光伸 （札幌第一） （札幌第一） （登別南） （札幌第一）

（札幌第一）
井野　嘉久 西田　　渉 小倉　隆司 秋本光一郎 平出　　望

1991 24 西田　　渉 小倉　隆司 （札幌第一） 佐竹　友昭 日野　昌晃 井野　嘉久 成田　周平
3年 20 （札幌第一） （札幌第一） 川畑　友和 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌新川）

（札幌第一）

帯広

旭　川

滝川

網走

小　樽

時間がなくベスト８で終了　織田勇（由仁）山田篤
（羽幌）･浜本栄治（札幌工）･土江田慎一（札幌
西）若葉弘志（小樽桜陽）･島田治雄（室清水）加賀
谷保典（長万部）･野村勝美（江別）

2 札　幌

3 岩見沢

滝　川

釧路

1 札　幌

4 室　蘭

帯　広

苫小牧

男　子　ダ　ブ　ル　ス
３　　　　　　位

　　※　第12回大会から第18回大会は団体戦のみ実施

函　館

岩見沢

室　蘭

岩見沢

栄光の記録　男子個人戦

西暦
年号

回 開催地
男　子　シ　ン　グ　ル　ス



優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝
男　子　ダ　ブ　ル　ス

３　　　　　　位
西暦
年号

回 開催地
男　子　シ　ン　グ　ル　ス

坂東　昌志 一宮　孝一 川畑　友和 高橋　　司 大嶌　健太
1992 25 一宮　孝一 井野　嘉久 （札幌新川） 井野　嘉久 今西　隆浩 水上　　剛 高田　茂樹
4年 21 （札幌第一） （札幌第一） 大嶌　健太 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌平岸）

（札幌平岸）
斉藤栄太郎 一宮　孝一 今西　隆浩 加藤　義之 斎藤　聡彦

1993 26 一宮　孝一 馬木　智一 （札幌第一） 馬木　智一 妹尾　将義 富樫　康貴 阿知良浩司
5年 22 （札幌第一） （札幌第一） 今西　隆浩 （札幌第一） （札幌第一） （札幌開成） （札幌新川）

（札幌第一）
久保田秀明 馬木　智一 斉藤栄太郎 佐藤　弘通 伊藤　勇介

1994 27 馬木　智一 斉藤栄太郎 （札幌第一） 妹尾　将義 久保田 秀明 大島　健史 下川　憲哉
6年 23 （札幌第一） （札幌第一） 佐藤　弘通 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌新川）

（札幌第一）
佐藤　弘通 佐藤　祐亮 真岩　秀一 藤井　幸司 江波　大樹

1995 28 三上　裕司 佐藤　祐亮 （札幌第一） 三上　裕司 佐藤　弘通 宮森　　基 阿部　直樹
7年 24 （札幌第一） （札幌第一） 大島　健史 （札幌第一） （札幌第一） （札幌新川） （札幌開成）

（札幌第一）
高野　純平 三上　裕司 宮澤　幸雅 小椋　尚史 宮森　　基

1996 29 三上　裕司 岩淵　大介 （小樽潮陵） 岩淵　大介 金本　真也 冨士原淳一 高木　昭宏
8年 25 （札幌第一） （札幌第一） 鈴木　敏之 （札幌第一） （札幌第一） （札幌商業） （札幌新川）

（札幌第一）
吉田　　仁 元木　貴志 皆川　信朗 吉田　　仁 大津　達也

1997 30 長原　正博 橋本　暁人 （札幌第一） 冨士原淳一 秋元健太郎 時田　大樹 三谷　修平
9年 26 （札幌第一） （札幌第一） 元木　貴志 （札幌商業） （札幌第一） （札幌第一） （函館工業）

（札幌商業）
橋本　暁人 橋本　暁人 伊辺　拓樹 安達　辰徳 高橋　　望

1998 31 長原　正博 早坂　幸平 （札幌第一） 早坂　幸平 細田　帆人 桑野　一成 太田　洋輝
10年 27 （札幌第一） （札幌第一） 安達　辰徳 （札幌第一） （札幌第一） （札幌商業） （札幌南）

（札幌商業）
芝井　厚介 早坂　幸平 太田　洋輝 横井　勇樹 芝井　厚介

1999 32 早坂　幸平 石田　圭大 （札幌北） 石田　圭大 長田　　烈 笠井　　裕 大友　陽介
11年 28 （札幌第一） （札幌第一） 太田　洋輝 （札幌第一） （札幌幌南） （札幌商業） （札幌幌北）

（札幌南）
鎌田　大輔 池添　尚貴 谷川　雄輔 高階　祐一 奥山　　豪

2000 33 楢山　和紀 池添　尚貴 （札幌新川） 山田　光大 楢山　和紀 島倉　一樹 小中　　守
12年 29 （札幌第一） （札幌第一） 谷川　雄輔 （札幌第一） （札幌第一） （札幌商業） （札幌商業）

（札幌第一）
工藤　慶祐 工藤　慶祐 中野　智貴 山田　光大 高橋　拓也

2001 34 松浦晋太郎 山田　光大 （札幌第一） 山田　和弘 小野寺　翼 佐藤　勇大 五十嵐辰太朗
13年 30 （札幌第一） （札幌第一） 山田　和弘 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌商業）

（札幌第一）
中野　智貴 中野　智貴 工藤　慶祐 松浦晋太郎 加納　　翼

2002 35 松浦晋太郎 小野寺　翼 （札幌第一） 小野寺　翼 山田　和弘 阿保　寛明 三瓶　　明
14年 31 （札幌第一） （札幌第一） 工藤　慶祐 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一）

（札幌第一）
河戸　孝平 三瓶　　明 高島　雅彦 河戸　孝平 秋元　貴浩

2003 36 高島　雅彦 三瓶　　明 （札幌商業） 加納　　翼 十河　弘樹 水戸　雄夏 梅原　靖希
15年 32 （札幌第一） （札幌第一） 十河　弘樹 （札幌第一） （札幌第一） （札幌商業） （札幌商業）

（札幌第一）
神田　貴仁 高島　雅彦 長谷川　純 田内　秀幸 十河　弘樹

2004 37 高島　雅彦 十河　弘樹 （札幌第一） 　大平　真名人 谷口　貴洋 成田　大輔 神田　貴仁
16年 33 （札幌第一） （札幌第一） 藤野　晋也 （札幌第一） （学園札幌） （札幌第一） （札幌第一）

（学園札幌）
成田　大輔 田内　秀幸 田渕　雄喜 銅　　将雅 藤野　晋也

2005 38 鈴木　陵麻 田渕　雄喜 （札幌第一） 成田　大輔 小野寺勝也 山岸　亨輔 加藤　健一
17年 34 （札幌第一） （札幌第一） 松浦　恭介 （札幌第一） （札幌第一） （学園札幌） （学園札幌）

（札幌第一）
小野寺勝也 田渕　雄喜 中川　雄介 小場　裕大 駒井　亜星

2006 39 平池　淳希 中村　隆志 （札幌第一） 小野寺勝也 中村　隆志 諏訪内翔太 平池　淳希
18年 35 （札幌第一） （札幌第一） 田渕　雄喜 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一）

（札幌第一）
駒井　亜星 中川　雄介 諏訪内翔太 尾野　拓郎 萬年　朋人

2007 40 平池　淳希 佐久間浩平 （札幌第一） 駒井　亜星 中村　隆志 佐久間浩平 舘岡　祥太
19年 36 （札幌第一） （札幌第一） 中村　隆志 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌龍谷学園）

（札幌第一）
渡辺　　成 尾野　拓郎 藤井　佑介 渡辺　　成 銅　　大雅

2008 41 尾野　拓郎 遠藤　祐太 （札幌第一） 佐久間浩平 畑本　康貴 山本　皓策 遠藤　祐太
20年 37 （札幌第一） （札幌第一） 山本　皓策 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一）

（札幌第一）
畑本　康貴 藤井　佑介 畑本　康貴 秋田　剛志 奥名　和希

2009 42 山本　皓策 松尾　龍斗 （札幌第一） 山本　皓策 吉原　康司 宇野　友規 小坂　一貴
21年 38 （札幌第一） （札幌第一） 小坂　一貴 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一）

（札幌第一）

室　蘭

苫小牧

岩見沢

札　幌

室　蘭

札　幌

函　館

函　館

美　唄

倶知安

札　幌

小　樽

室　蘭

函　館

苫小牧

岩見沢

札　幌

苫小牧



優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝
男　子　ダ　ブ　ル　ス

３　　　　　　位
西暦
年号

回 開催地
男　子　シ　ン　グ　ル　ス

松尾　龍斗 秋田　剛志 松尾　龍斗 三枝　力紀 水間　陽介
2010 43 宇野　友規 秋田　剛志 （札幌第一） 宇野　友規 小坂　一貴 吉田　尚弥 渡邊　黎
22年 39 （札幌第一） （札幌第一） 小坂　一貴 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一）

（札幌第一）

三枝　力起 水間　陽介 吉田　尚弥 佐野　巴秋 三枝　力起

2011 44 渡邊　　黎 山口　友輔 （札幌第一） 渡邊　　黎 大澤　幹樹 吉村　海二 山口　友輔

23年 40 （札幌第一） （札幌第一） 水間　陽介 （札幌第一） （札幌第一） （札幌龍谷学園） （札幌第一）

（札幌第一）
笠谷　修吾 山口　友輔 渡邉　一史 佐藤　一生 笠谷　修吾

201２ 45 塚本　光希 吉村　海二 （札幌龍谷学園） 塚本　光希 武石　優斗 佐野　巴秋 吉村　海二
2４年 4１ （札幌第一） （札幌龍谷学 八木　賢太 （札幌第一） （札幌第一） （札幌龍谷学園） （札幌龍谷学園）

（苫　工）
能戸孔太郎 武石　優斗 大友　拓海 二谷　優吾 千葉　佳祐

2013 46 塚本　光希 武石　優斗 （札幌第一） 塚本　光希 日詰　晴輝 能戸孔太郎 河村　一総
25年 42 （札幌第一） （札幌第一） 大友　拓海 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （函館工業）

（札幌第一）
坂口　健斗 二谷　優吾 中道　脩斗 成田　大誠 館　　賢太

2014 47 能戸孔太郎 二谷　優吾 （北海） 能戸孔太郎 大滝　聖矢 清水　　拓 岡久　倖基
26年 43 （札幌第一） （札幌第一） 中道　脩斗 （札幌第一） （札幌龍谷学園） （函館工業） （札幌第一）

（札幌龍谷学園）

橋本瞬次郎 池田　佑介 橋本瞬次郎 館　　賢太 大滝　聖矢
2015 48 大滝　聖矢 高橋　大輝 （札幌第一） 伊藤虎之介 高橋　大輝 岡久　倖基 宇高　友輔
27年 44 （札幌龍谷学園） （札幌第一） 館　　賢太 （札幌第一） （札幌第一） （札幌第一） （札幌龍谷学園）

（札幌第一）

2016 49
28年 45

2017 50
29年 46

2016 51
28年 47

苫 小
牧

函　館

函 館

小　樽

深 川

札 幌

小 樽

札
幌

室 蘭



※1989年から南北海道大会・北北海道大会に分離し開催、回数（上段：道大会、下段：全国大会）

優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝
鎌田美智子 岡本　政子 今川喜佐子 茶畠　　　 菊地真知子

1968 今川喜佐子 石川　　　 （新　得） 坂梨寿美子 北村美奈子 武井　　　 伊東恵美子
43年 （札幌静修） （札幌栄短） 前川　　　 （札幌北斗） （札幌静修） （札幌東） （札幌北斗）

（札幌慈恵）
田中　鈴子 今川喜佐子 斉藤　　　 石沢　　　 田中　鈴子

1969 今川喜佐子 山田　　　 （小樽桜陽） 村上　政子 山田　　　 横尾　　　 吹田ひとみ
44年 （札幌静修） （留　萌） 村上　政子 （札幌静修） （留　萌） （旭川龍谷） （小樽桜陽）

（札幌静修）
畑中　厚子 小山田芳子 松田みどり 山口　一枝 酒井奈美子

1970 小山田芳子 松田みどり （滝　西） 岡田　　　 斉藤美智栄 五十嵐京子 高張由起子
45年 （帯広大谷） （新　得） 小出　　　 （帯広大谷） （新　得） （苫小牧女） （札幌西）

（札幌北星）
宮越美智子 宮越美智子 島野　恵子 河村　優子 茂木美智子

1971 日山　裕子 島野　恵子 （札幌静修） 河合由美子 日山　裕子 納谷美恵子 横溝　友子
46年 （帯広大谷） （帯広大谷） 河村　優子 （札幌静修） （帯広大谷） （苫小牧女） （奈井江）

（苫小牧女）
辻内美恵子 石沢恵美子 辻内美恵子 日山　裕子 茂木美智子

1972 5 日山　裕子 佐藤ひろみ （新　得） 山崎　孝子 八木　信子 高谷　陽子 水戸部育子
47年 1 （帯広大谷） （江　別） 八木　信子 （新　得） （新　得） （帯広大谷） （奈井江）

（新　得）
高谷　陽子 藤井　美雪 高橋　友江 島　富美子

1973 6 藤井　美雪 今　れい子 （帯広大谷） 今　れい子 高谷　陽子 小林　里美
48年 2 （札幌静修） （札幌静修） 馬場　淳子 （札幌静修） （帯広大谷） （札幌東商）

（奈井江）
長根　久美子 結城　則子 照井　俊子 森島三千子 五の井三枝

1974 7 結城　則子 村山　波留美 （釧路商業） 三本　澄江 青野　幸子 矢島千代美 根岸　深雪
49年 3 （釧路商業） （釧路商業） 本田　及子 （釧路商業） （網　走） （札幌啓北） （釧路商定）

（帯広柏葉)
河合　弘子 五の井三枝 赤井　玲子 世良　浩子 山崎　妙子

1975 8 五の井三枝 根岸　深雪 （釧路商業） 根岸　深雪 加藤　令子 鎌田　明美 富樫　祐子
50年 4 （釧路商定) （釧路商定) 加藤　令子 （釧路商定) （帯広柏葉) (室蘭商業) （札幌啓北)

（帯広柏葉)
星川喜恵子 村上久美子 道下すみ子 全国成績

1976 9 星川喜恵子 上林　雅子 川村　　渚 中尾ひろみ 中山由起子 荒井ひとみ シングルス第4位

51年 5 （札幌静修) (岩東) (奈井江) （札幌静修) (滝川西) (長沼) 上林　雅子
(岩見沢東)

桝田　令子 佐藤　朱美 荒井ひとみ
1977 10 大庭かおる 川端志保美 桝田　令子 竹川さより 中村　悦子 道下すみ子 シングルス第2位

52年 6 （釧路商定) (中川商) (滝川西) (滝川西) (砂川南) (長沼) 大庭かおる
（釧路商定)

桝田　令子 小塚　朱美 只野　晴美
1978 11 竹川さより 只野　晴美 桝田　令子 竹川さより 和田美津子 深沢さゆり シングルス第2位

53年 7 (滝川西) （札幌静修) (滝川西) (滝川西) (滝川西) （札幌静修) 只野晴美
（札幌静修)

小田桐友美 三上　直子 山中　理永
1986 19 古川　正枝 増井　リカ 小田桐友美 西谷奈身子 西田美樹子 阿部　紋子
61年 15 （旭川北） （旭川凌雲） （札幌静修） （札幌静修） （登別南） （登別南）

西田美樹子 西田美樹子 三上　直子 高橋　雅子 根本　直子
1987 20 中垣真紀子 本田　千香 （登別南） 佐藤　寛子 伊奈　貴美 西村　麻美 輪島　亮子
62年 16 （札幌静修） （富　川） 三上　直子 （登別南） （登別南） （札幌北西） （登別南）

（登別南）
長谷川克弓 河村　志保 大井　理恵 本田　千香 奥山　睦子

1988 21 奥山　睦子 本田　千香 （釧路星園） 梶原　夕子 時藤　美幸 稲村　真弓 稲垣亜矢子
63年 17 （旭川商） （富　川） 中垣真紀子 （札幌静修） （旭川北都） （富　川） （旭川商業）

（札幌静修）
星川　　愛 沢田　昌子 岩崎　美香 村井　洋子 石渡　絵子

1989 22 佐藤　京子 大島　里佳 （札幌静修） 中野　豊子 黒崎由紀子 佐々木　愛 長山　麻子
平成 18 （札幌静修） （札幌西陵） 穴藤のぞみ （登別南） （北星女） （登別南） （札幌南）
 元年 （石狩南）

郡司　紀子 多田　恭子 栗原　初美 寺井　進子 佐々木綾子
1990 23 多田　恭子 川畑　麻美 （小樽商業） 川畑　麻美 南　　香織 竹内　沙織 渡辺麻由子
2年 19 （札幌静修） （札幌静修） 八角　亜希 （札幌静修） （札幌啓北） （札幌啓北） （北星女）

（札幌静修）
舟口　庸子 松岡　美帆 山口　亜希 長井麻由子 高橋　直子

1991 24 松岡　美帆 伊東　貴代 （室　栄） 小泉　奈々 今野　亜紀 俵　　理恵 絹川　睦子
3年 20 （とわの森三愛） （札幌静修） 山口　亜希 （とわの森三愛） （札幌静修） （室蘭清水） （札幌啓北）

（札幌静修）

網走

帯広

室　蘭

小　樽

函　館

岩見沢

岩見沢

滝　川

苫小牧

釧路

　　※　第12回大会から第18回大会は団体戦のみ実施

旭　川

札　幌

4 室　蘭

2

3 岩見沢

札　幌

栄光の記録　女子個人戦

西暦
年号

回 開催地
女　子　シ　ン　グ　ル　ス

滝川

女　子　ダ　ブ　ル　ス
３　　　　　　位

1

帯　広



優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝
西暦
年号

回 開催地
女　子　シ　ン　グ　ル　ス 女　子　ダ　ブ　ル　ス

３　　　　　　位
舟口　庸子 中村　美穂 河合　章江 門馬　　希 橋本　友美

1992 25 中村　美穂 加藤智恵子 （室　栄） 加藤智恵子 高橋　昌子 杉原あゆ子 鈴木　　文
4年 21 （札幌静修） （札幌静修） 菊地由香里 （札幌静修） （札幌静修） （北星女） （室蘭商業）

（とわの森三愛）

吉田　美紀 高橋　昌子 菊地美加子 道下　千絵 瀬川　智子
1993 26 高橋　昌子 菊地美加子 （聖ベネ） 西村　美香 中川亜希子 川合　晶子 前　　美香
5年 22 （札幌静修） （とわの森三愛） 杉原あゆ子 （札幌静修） （とわの森三愛） （岩見沢西） （函館工業）

（北星女）
本多　志保 斉藤　弓華 吉田　美紀 形本麻衣子 二瓶志津香

1994 27 伴　　宏美 吉田　美紀 （札幌静修） 伴　　宏美 大川　美幸 松澤那々子 本多　志保
6年 23 （札幌静修） （聖ベネ） 二瓶志津香 （札幌静修） （聖ベネ） （苫小牧東） （札幌静修）

（札幌静修）
本多　志保 伴　　宏美 本多　朱美 田崎　宣子 大水　理恵

1995 28 伴　　宏美 二瓶志津香 （札幌静修） 二瓶志津香 本多　志保 岩岡　直子 桜井亜希実
7年 24 （札幌静修） （札幌静修） 原田　貴子 （札幌静修） （札幌静修） （札幌静修） （札幌静修）

（とわの森三愛）

中田　麻美 榊　美智子 本多　朱美 中田　麻美 川村　元子
1996 29 元木　　瞳 榊　美智子 （札幌静修） 安田　美紗 元木　　瞳 岩岡　知子 菊地　真弓
8年 25 （札幌静修） （とわの森三愛） 長瀬　史香 （とわの森三愛） （札幌静修） （札幌静修） （函館工業）

（札幌丘珠）
岩岡　知子 沼田真奈美 中田　麻美 岩岡　知子 安田　美紗

1997 30 中島　輝美 沼田真奈美 （札幌静修） 中島　輝美 三品美智子 立花沙由里 高井　　香
9年 26 （札幌静修） （札幌静修） 松原真智子 （札幌静修） （札幌静修） （札幌静修） （とわの森三愛）

（とわの森三愛）

中島　輝美 三品美智子 立花紗由里 本田いずみ 佐羽内貴子
1998 31 三品美智子 本田いずみ （札幌静修） 中島　輝美 中村　彰子 疋田　彩子 小野麻衣子
10年 27 （札幌静修） （札幌静修） 修田　真恵 （札幌静修） （札幌静修） （札幌静修） （札幌静修）

（札幌静修）
山田　朋世 三品万里子 江井祐妃子 浅野　妙子 池田  暁奈

1999 32 本田いずみ 三品万里子 （札幌第一） 本田いずみ 川合　千代 長内　陽子 常通やよい
11年 28 （札幌静修） （札幌静修） 高階　寛子 （札幌静修） （とわの森三愛） （函館白百合） （とわの森三愛）

（とわの森三愛）

藤沢　　愛 岩島恵里子 伊辺　夏好 藤沢　　愛 川合　千代
2000 33 岩島恵里子 伊辺　夏好 （札幌静修） 阿野加代子 堤　今日子 内山　麻美 堤　　聖子
12年 29 （札幌静修） （札幌静修） 堤　今日子 （札幌静修） （札幌静修） （札幌静修） （とわの森三愛）

（札幌静修）
木村　紗栄 神田　麻里 阿野加代子 吉田明日香 八木　香澄

2001 34 神田　麻里 阿野加代子 （函館工業） 内山　麻美 中鉢　　望 遠藤　沙織 水上　友美
13年 30 （札幌静修） （札幌静修） 吉田明日香 （札幌静修） （札幌静修） （とわの森三愛） （とわの森三愛）

（とわの森三愛）

八木　香澄 工藤　亜紀 水上　友美 木村　有里 河井奈都樹
2002 35 永野　陽子 工藤　亜紀 （とわの森三愛） 永野　陽子 八木　香澄 中澤　有希 中鉢　　望
14年 31 （札幌静修） （札幌静修） 河井奈都樹 （札幌静修） （とわの森三愛） （札幌第一） （札幌静修）

（札幌静修）
中田　美和 永野　陽子 竹内　遥香 島　　百香 堤　　桂子

2003 36 工藤　亜紀 河井奈都樹 （立命館慶祥） 工藤　亜紀 林　　佳奈 高橋　清絵 小寺　麻衣
15年 32 （札幌静修） （札幌静修） 永野　陽子 （札幌静修） （とわの森三愛） （とわの森三愛） （札幌静修）

（札幌静修）
宮下　香織 堤　　桂子 木村　　茜 飯野裕貴子 佐伯　知香

2004 37 八木麻由加 堤　桂子 （札幌静修） 小寺　麻衣 澤村　郁美 蜜石　百里 高島　愛美
16年 33 （とわの森三愛） （札幌静修） 澤村　郁美 （札幌静修） （札幌静修） （札幌静修） （札幌北斗）

（札幌静修）
小久保陽香 八木麻由加 蜜石　百里 宮下　香織 伊藤かおり

2005 38 八木麻由加 宮下　香織 （札幌静修） 内田麻衣子 櫛引　千秋 坂田麻衣子 浅沼　美樹
17年 34 （とわの森三愛） （札幌静修） 髙野　有香 （とわの森三愛） （札幌静修） （札幌静修） （函館工業）

（札幌静修）
小野地友希 中川まどか 島津　未来 小久保陽香 竹内一葉

2006 39 小久保陽香 中川まどか （札幌静修） 本間　美穂 川岸　愛未 小野地友希 蔵重志帆
18年 35 （札幌静修） （とわの森三愛） 髙野　有香 （とわの森三愛） （札幌静修） （札幌静修） （とわの森三愛）

（札幌静修）
福岡かおり 中川まどか 阿部　嘉織 竹内一葉 松尾　薫乃

2007 40 本間　美穂 中川まどか （とわの森三愛） 本間　美穂 澁木　明奈 蔵重志帆 鐙　　紗姫
19年 36 （とわの森三愛） （とわの森三愛） 竹内一葉 （とわの森三愛） （札幌北斗） （とわの森三愛） （とわの森三愛）

（とわの森三愛）

坂本　唯香 阿部　睦未 坂本　唯香 松尾　薫乃 佐々木希笑
2008 41 佐々木希笑 渡辺　梨沙 （札幌静修） 小野寺萌子 柗田　佳純 鐙　　沙姫 加賀谷彩香
20年 37 （札幌静修） （札幌静修） 柗田　佳純 （札幌北斗） （札幌静修） （とわの森三愛） （札幌静修）

（札幌静修）

鈴木　　萌 庄山　　栞 阿部　睦未 泉　　果歩 山家ゆりか
2009 42 渡辺　梨沙 庄山　　栞 （とわの森三愛） 渡辺　梨沙 小野寺萌子 成田　倫奈 鈴木　　萌
21年 38 （札幌静修） （札幌静修） 山家ゆりか （札幌静修） （札幌北斗） （函館工業） （とわの森三愛）

（とわの森三愛）

苫小牧

苫小牧

札　幌

札　幌

函　館

函　館

美唄

室　蘭

倶知安

岩見沢

小　樽

札　幌

室　蘭

苫小牧

岩見沢

札幌

函　館

室　蘭



優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝
西暦
年号

回 開催地
女　子　シ　ン　グ　ル　ス 女　子　ダ　ブ　ル　ス

３　　　　　　位
齋藤　紅亜 山家ゆりか 永原　沙也香 牧野　友香里 中内　彩華

2010 43 鈴木　　萌 山家ゆりか （札幌静修） 鈴木　　萌 尾野　千穂 齋藤　紅亜 岩島　由季
22年 39 （とわの森三愛） （とわの森三愛） 西澤　美冴 （とわの森三愛） （とわの森三愛） （札幌静修） （札幌静修）

（札幌北斗）

桂　　綾香 石澤　未夢 泥川　佳那 有馬　奈生 藤田　璃子

2011 44 藤田　璃子 泥川　佳那 （札幌静修） 遠藤　いさみ 穂苅　莉菜 山﨑  史歩子 松本　麻佑

23年 40 （とわの森三愛） （札幌静修） 松本　麻佑 （札幌静修） （札幌静修） （札幌北斗） （とわの森三愛）

（とわの森三愛）

池田　有希 松本　麻佑 石澤　未夢 山﨑  史歩子 伊藤　綾華
201２ 4５ 松本　麻佑 石澤　未夢 （とわの森三愛） 長瀬　瑞奈 古澤　朋佳 有馬　奈生 瀧本　風香
2４年 4１ （とわの森三愛） （札幌静修） 長瀬　瑞奈 （とわの森三愛） （札幌静修） （札幌北斗） （札幌龍谷学園）

（とわの森三愛）

三上　夏世 中野　有沙 池田　有希 鈴木　優香 中村　汐里
2013 46 池田　有希 大柳　美佳 （札幌静修） 久保田菜南 森田　早紀 松本　未玖 渡邉　真輝
25年 42 （とわの森三愛） (北星女子) 森田　早紀 （とわの森三愛） （とわの森三愛） （とわの森三愛） （札幌静修）

（とわの森三愛）

伊藤　佳織 松本　未玖 林田　　彩 豊村　綾乃 只野　まりん
2014 47 鈴木　優香 山田　瑛乃 （とわの森三愛） 鈴木　優香 三上　夏世 古屋　郁衣 若松　未希
26年 43 （とわの森三愛） （とわの森三愛） 土屋　海洋 （とわの森三愛） （札幌静修） （とわの森三愛） （札幌北斗）

（函館工業）

高橋　　涼 伊藤　佳織 西尾　樹莉 山田　瑛乃 片桐麻友花
2015 48 伊藤　佳織 西尾　樹莉 （とわの森三愛） 安藤　理子 山口　貴子 古屋　郁衣 堀江菜々子
27年 44 （とわの森三愛） （とわの森三愛） 安藤　理子 （とわの森三愛） （とわの森三愛） （とわの森三愛） （札幌静修）

（とわの森三愛）

2016 49
28年 45

2017 50
29年 46

2016 51
28年 47

函 館

札　幌

室 蘭

小　樽

函館

深 川

札 幌

小 樽

苫小牧


