
第1回大会 第２回大会 第３回大会 第４回大会 第５回大会 第６回大会 第７回大会 第８回大会
5１年 5２年 5３年 5４年 5５年 5６年 5７年 58年

優勝 札幌クラブ 札幌大学 札幌大学 北海高校 札幌クラブ 北海高校 北海高校 札幌クラブ
準優勝 北海道大学 札幌クラブ 札幌クラブ 玉造鋼業 北海学園大学 札幌クラブ 札幌クラブ 真駒内クラブ
3位 玉造鋼業 北海学園大学 札幌クラブ 北海高校 楡氷クラブ 北海高校
優勝 玉造鋼業 北海学園大学 北海高校 北海道大学 バイエツ 真駒内ｸﾗﾌﾞ 北海学園大OB 雪印ﾔﾝｸﾞｶｳﾎﾞｰｲ
準優勝 北海学園大学 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 北大医学部 北大医学部 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 北海学園OBｸﾗﾌﾞ 札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 玉造鋼業
3位 北海高校 羊ｹ丘クラブ バイエツ 真駒内クラブ アトミック・ブラック ｲﾜｸﾗｽｰﾊﾟｰｽﾀｰｽﾞ ブラックジャック
優勝 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 真駒内スターズ 真駒内スターズ 美園クラブ 月寒ジュニア プリンスホテル 玉造鋼業 札幌市役所
準優勝 真駒内ｽﾀｰｽﾞ 月寒ジュニア 月寒ジュニア 真駒内クラブ ブラックジャック ｲﾜｸﾗｽｰﾊﾟｰｽﾀｰｽﾞ 雪印ﾔﾝｸﾞｶｳﾎﾞｰｲ ゲッターズ
3位 羊ｹ丘クラブ バイエツ 石狩クラブ アトミックボーン 日本石油・ﾊﾞﾆｶﾞｰｽ札幌 美園クラブ ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌
優勝 札幌市役所 羊ｹ丘クラブ
準優勝 江別王子 札幌ﾎﾜｲﾄﾍﾞｱｰｽﾞ
3位 札幌信用金庫 ラングラーズ

奥　　英明(北　大） 土田　明道(玉　造） 神山　健二(北　海) 笹田　健二(北　海） 正保　保嗣(札　ク） 鳥海　誠吾(北　海） 進藤　久明（北　海） 山崎　博一（札　ク）
GK 野々垣　譲(札　ク） 野々垣　譲(札　ク） 野々垣　譲(札　ク） 花田　常雄(玉　造） 野々垣　譲(札　ク） 松木　　正(北　海） 後藤　素光(北　海） 高橋　建也（札　ク）
DF 田村　義次(札　ク） 吉田　幸男(玉　造） 菅原　博尚(札　大） 黒川　　仁(北　海） 中岡　英則(札　ク） 岡部　　収(北　海） 中岡　英則(札　ク） 亀ケ森伸一(札　ク）
DF 中岡　英則(札　ク） 大川　泰尚(玉　造） 中岡　英則(札　ク） 谷　　　宏（楡　氷） 高橋　和裕(学　園） 亀ケ森伸一(札　ク） 岡部　　収(北　海） 橋本　和明(真駒ク）
FW 瀬川　敏博（ディ） 瀬川　敏博（ディ） 武田　修一(札　大） 黒沢　　哲(月　寒） 中村　　哲(札　ク） 佐々木典彦(ﾊﾞｲｴﾂ） 西村　匡史(北　海） 五十嵐敏美（札　ク）
FW 乙部　憲一(札　ク） 鈴木　　功(北　大） 金子　正志(玉　造） 金子　正志(玉　造） 磯辺　城司(北　海） 中村　哲雄(札　ク） 橋本　雅志(北　海） 木村　良輝(真駒ク）
FW 鈴木　　功(北　大） 白川　芳明(札　大） 武田　全功(札　大） 中村　哲雄(札　ク） 三好　康裕(学　園） 橋本　雅志(北　海） 井下　和典(月　寒） 井下　孝典(月　寒）
GK 花田　常雄(玉　造） 奈良　　融(学　園） 多田　芳彦(羊ヶ丘） 赤塚　智博(北　大） 鎌田　浩嗣(ﾊﾞｲｴﾂ） 南谷　正水（Ｂ　Ｊ） 杉浦　　剛(学園ＯＢ） 田中　　昇（雪印ヤ）
DF 山崎　博一（道　工） 小野　正治(ｽｹｰﾄ） 大屋　昌信(北　海） 佐々木史郎(北　大） 加藤　英季(ﾊﾞｲｴﾂ） 前田　英春(学園ＯＢ） 三浦　健至（ｲﾜｸﾗ） 野尻　達夫（雪印ヤ）
DF 港　　克則(学　園） 熊谷　文昭(北　医） 黒川　　仁(北　海） 高橋　　聡(ﾊﾞｲｴﾂ） 山本　栄二(ｽｹｰﾄ） 佐藤　竜一(真駒ク） 前田　英春(学園ＯＢ） 畑中　臣斌(玉　造）
FW 堀岡　　聡(学　園） 堂前　裕志(ｽｹｰﾄ） 堤　　正樹(北大医） 柿崎　秀宏(北大医） 佐々木浩司(ﾊﾞｲｴﾂ） 堀岡　　聡(学園ＯＢ） 長谷川健二(ﾌﾟﾘﾝｽ） 伊藤　忠宏（雪印ヤ）
FW 林　　基裕（道　工） 伊藤　春末(学　園） 南　　佳男(北　海） 堤　　正樹(北大医） 桜井　　信(ｽｹｰﾄ） 崎野　博次(真駒ク） 菊地　哲夫(学園ＯＢ） 後藤　　剛（雪印ヤ）
FW 松原　正樹(玉　造） 堀岡　　　聡(学　園） 井下　和典(北　海） 草野　文彦(北　大） 杉山　隆文(ﾊﾞｲｴﾂ） 野尻　　真(真駒ク） 堂前　裕志(学園ＯＢ） 堤　　正樹(Ｂ　Ｊ）
GK 三浦　　敬(真駒内） 佐々木　伸(真駒内） 佐々木　伸(真駒内） 山下　忠昭(真駒ク） 南谷　正水（Ｂ　Ｊ） 福田　智明(ﾌﾟﾘﾝｽ） 花田　常雄(玉　造） 沼田　敏夫(市役所）
DF 小野　正治(ｽｹｰﾄ） 橋本　和男(真駒内） 宮部　和弘(真駒内） 磯辺　秀夫(美　園） 木村　拓也(月　寒） 田口　三也(ﾌﾟﾘﾝｽ） 後藤　静利(玉　造） 田辺　広一(市役所）
DF 橋本　和男(真駒内） 黒川　　仁(月　寒） 伊佐山博史(真駒内） 渡辺　敏也(石　狩） 熊谷　文昭（Ｂ　Ｊ） 和田　　功(ﾌﾟﾘﾝｽ） 野尻　達夫（雪印ヤ） 南　　俊夫（ゲッタ）
FW 堂前　裕志(ｽｹｰﾄ） 原　　裕二(羊ヶ丘） 黒沢　　哲(月　寒） 中村　尚邦(美　園） 功力　後英(月　寒） 鈴木　重則（ｲﾜｸﾗ） 柿崎　昭勝(玉　造） 佐藤　孝司(市役所）
FW 桜庭　聖也(真駒内） 桜庭　聖也(真駒内） 清水　孝雄(真駒内） 野尻　達夫(真駒ク） 加藤　勝彦（アトミ） 大滝　　哲（ｲﾜｸﾗ） 伊藤　　明（雪印ヤ） 坂東　宏一(市役所）
FW 井下　和典(月　寒） 東野　尚行(月　寒） 和田　　功(月　寒） 角田　直人(石　狩） 藤田　勝康（ゲッタ） 長谷川　修(ﾌﾟﾘﾝｽ） 大野　　博(美　園） 藤田　勝康（ゲッタ）
GK 沼田　敏夫(市役所） 鈴木　伸夫(羊ヶ丘）
DF 野中　英世(札信金） 小野寺博巳(羊ヶ丘）
DF 岩倉　　衛(王　子） 園山　修史（ラング）
FW 佐藤　孝司(市役所） 武田　修一(羊ヶ丘）
FW 菅原　　悟(市役所） 安田　　誠(羊ヶ丘）
FW 鈴木　　徹(市役所） 石沢　俊幸（ﾎﾜｲﾄ）

札幌アイスホッケー選手権大会歴代成績(第1回～第８回）
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