
第９回大会 第１０回大会 第１１回大会 第１２回大会 第１３回大会 第１４回大会 第１５回大会 第１６回大会
５９年１月～ ６０年１月～ ６１年１月～ ６２年１月～ ６３年１月～ 元年１月～ 2年１月～ ３年１月～

優勝 札幌クラブ 雪印カウボーイ 雪印カウボーイ 札幌クラブ 雪印カウボーイ 札幌クラブ 雪印カウボーイ 雪印カウボーイ
準優勝 雪印ﾔﾝｸﾞｶｳﾎﾞｰｲ 札幌クラブ 真駒内クラブ 真駒内クラブ 札幌クラブ 雪印カウボーイ 札幌クラブ 真駒内ｵｰﾙﾄﾞｽﾀｰｽﾞ
3位 北海高校 北海学園大OB 羊ｹ丘クラブ 雪印カウボーイ 北海学園大OB 真駒内クラブ 北海学園大OB 北海学園大OB
優勝 アトミックボーン 羊ｹ丘クラブ 札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 札幌クラブ ブラックジャック ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 ゲッターズ ブラックジャック
準優勝 ブラックジャック ブラックジャック ブラックジャック 清和クラブ 清和クラブ 羊ｹ丘クラブ 真駒内ｵｰﾙﾄﾞｽﾀｰｽﾞ 札幌市教職員
3位 玉造鋼業 ゲッターズ 楡氷クラブ ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 楡氷クラブ 楡氷クラブ レッドスターズ レッドスターズ
優勝 羊ｹ丘クラブ 札幌市役所 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 札幌市役所 札幌信用金庫 真駒内ｵｰﾙﾄﾞｽﾀｰｽﾞ 札幌市教職員 美園クラブ
準優勝 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ ｲﾜｸﾗｽｰﾊﾟｰｽﾀｰｽﾞ 清和クラブ ゲッターズ レッドスターズ 札幌市役所 フェニックス
3位 札幌ﾎﾜｲﾄﾍﾞｱｰｽﾞ 札幌ホワイトクラブ 札幌信用金庫 札幌信用金庫 真駒内ｵｰﾙﾄﾞｽﾀｰｽﾞ イワクラホーム 石狩クラブ アトミックボーン
優勝 ヴァンガーズ ｲﾜｸﾗｽｰﾊﾟｰｽﾀｰｽﾞ オールドスターズ 石狩クラブ レッドスターズ 石狩クラブ フェニックス 円山イーグルス
準優勝 札幌信用金庫 美園クラブ ヴァンガーズ 清和クラブ 札幌市教職員 ヴァンガーズ 道警機動隊 雪印ダッキング
3位 石狩クラブ 石狩クラブ 道警機動隊 美園クラブ 道警機動隊 ＳＨライナーズ 円山イーグルス 王子江別
優勝 スパルタクス デンツ 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ
準優勝 フェニックス 雪印ダッキング 日立ウォリアーズ
3位 王子江別 イワクラホーム 札医大ＯＢ
優勝 雪印ダッキング 日立ウォリアーズ NTT札幌
準優勝 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ 札医大ＯＢ ＡＤＭゴジラーズ
3位 デンツ NTT札幌 札幌市教職員B

井下　孝典(北　海） 帯刀　　淳(札　ク） 高柳　光夫（雪　印） 五十嵐敏美（札　ク） 野々垣　譲(札　ク） 南　　佳男（札ク） 佐藤　昌彦(雪　印） 猪狩　章博(雪印）
GK 児玉　勝好(北　海） 植村　公勇（雪　印） 佐竹　義昭（真駒ク） 帯刀　　淳(札　ク） 佐藤　昌彦(雪　印） 帯刀　　淳(札ク） 野々垣　譲(札　ク） 笹田　啓明(雪印）
DF 坂尻　賢一(北　海） 河原木光雄（雪　印） 橋本　和明(真駒ク） 亀ケ森伸一(札　ク） 古川　博己(雪　印） 今野　博一(雪印） 柴田　一紀(雪　印） 岡部　　収(雪印）
DF 斉藤　幸一（札　ク） 大屋　昌信(学園ＯＢ） 小野寺博巳(羊ヶ丘） 橋本　和明(真駒ク） 大屋　昌信(学園ＯＢ） 中岡　英則(札ク） 六郷　宗平(札　ク） 佐藤　鋭一（真駒ｵ）
FW 五十嵐敏美（札　ク） 南　　佳男（札　ク） 伊藤　忠宏（雪　印） 南　　佳男（札　ク） 鈴木　博明(雪　印） 猪狩　章博(雪印） 国枝　裕司(雪　印） 井下　孝典(雪　印）
FW 南　　佳男（札　ク） 井下　和典(雪　印） 江端　邦仁（真駒ク） 笹田　健二（札　ク） 越田　雅人(学園ＯＢ） 愛甲　康裕(札ク） 中村　弘史(札　ク） 桜井　洋一（真駒ｵ）
FW 高柳　光夫（雪印ヤ） 五十嵐敏美（札　ク） 桜庭　　渉(羊ヶ丘） 西村正晃（雪　印） 菊池　哲夫(学園ＯＢ） 杉山　隆文(真駒ク） 斎藤　和宏(学園ＯＢ） 瀬川　敏博（学園ＯＢ）
GK 若林　伸二（アトミ） 神山　明彦(羊ヶ丘） 南谷　正水（ＢＪ） 南谷　正水（Ｂ　Ｊ） 南谷　正水（Ｂ　Ｊ） 相沢　正史(ｽｹｰﾄ） 佐竹　義昭（真駒ｵ） 南谷　正水（Ｂ　Ｊ）
DF 村上　真一（アトミ） 武田　修一(羊ヶ丘） 大橋　一義(ﾌﾟﾘﾝｽ） 横井　　力(清和ク） 明沼　一昭(清和ク） 吉田　　晶(ｽｹｰﾄ） 水上　豊基（真駒ｵ） 鈴木　孝治(Ｂ　Ｊ）
DF 佐藤　　勉（アトミ） 鈴木　孝治(Ｂ　Ｊ） 鈴木　孝治(Ｂ　Ｊ） 安原　明彦(ｽｹｰﾄ） 福島　　均(楡氷ク） 谷　　　　宏(楡氷ク） 村田　幸彦（ゲッタ） 小山　恭弘（教職員）
FW 佐藤　健一（アトミ） 中井　祐治(羊ヶ丘） 長谷川　修(ﾌﾟﾘﾝｽ） 櫛引　秀夫(清和ク） 柿崎　秀宏(Ｂ　Ｊ） 桑原　賢治(ｽｹｰﾄ） 藤田　勝康（ゲッタ） 中村　清美（教職員）
FW 小野　文雄（アトミ） 堤　　正樹(Ｂ　Ｊ） 柿崎　秀宏(Ｂ　Ｊ） 鈴木　一朗(ｽｹｰﾄ） 堤　　　智紀(Ｂ　Ｊ） 武田　修一(羊ｹ丘） 羽沢　明文（ゲッタ） 堤　　　正樹(Ｂ　Ｊ）
FW 青木　喜満(Ｂ　Ｊ） 藤田　勝康（ゲッタ） 寺田　　哲(楡　氷） 小林　昌幸（Ｂ　Ｊ） 和田　　功(清和ク） 阿部　隆志(羊ｹ丘） 星野　興三（レッド） 大越　孝彌（教職員）
GK 神山　明彦(羊ヶ丘） 高橋　建也（札　ク） 谷口　敏明(ｽｹｰﾄ） 沼田　敏美(市役所） 皆川　弘昭(札信金） 松田　裕吉（レッド） 北島　弘道（教職員） 山本　　勉(美園ク）
DF 武田　修一(羊ヶ丘） 福島　　均(市役所） 梅内　健一（ｲﾜｸﾗ） 野中　英世(札信金） 野中　英世(札信金） 佐藤　龍一（真駒ｵ） 丸山　　隆（教職員） 黒田　英夫(美園ク）
DF 清水　　実(ｽｹｰﾄ） 大場　一義(ﾌﾟﾘﾝｽ） 木戸口俊治(札信金） 福島　　均(市役所） 村田　幸彦（ゲッタ） 堀　　利一（ｲﾜｸﾗ） 高橋　　章(市役所） 有涼　博志(ﾌｪﾆｯｸ)
FW 白川　芳明(羊ヶ丘） 鈴木　徹(市役所） 住吉　　優(ｽｹｰﾄ） 桑島　　健(市役所） 高橋　保博(札信金） 乙部　憲一（レッド） 藤井　政幸（教職員） 阿部　延芳(美園ク）
FW 住吉　　優(ｽｹｰﾄ） 鈴木　重則(ﾌﾟﾘﾝｽ） 梅内　政博（ｲﾜｸﾗ） 佐藤　孝司(市役所） 川崎　隆広（ゲッタ） 沖　　洋安（真駒ｵ） 三浦　辰一(市役所） 古宇田清茂(ﾌｪﾆｯｸ)
FW 松井　信二（ﾎﾜｲﾄ） 佐藤　孝司(市役所） 高橋　保博(札信金） 坂東　宏一(市役所） 鈴木　悟郎（真駒ｵ） 桜井　洋一（真駒ｵ） 堤和　弘（石狩ク） 藤本　　忠（アトミ）
GK 千葉　則幸（ヴァン） 高橋　正司（ｲﾜｸﾗ） 山下　忠昭(ｵｰﾙﾄﾞ） 安部　文規（石狩ク） 清水　裕詞（道警機） 千葉　則幸(ｳﾞｧﾝｶﾞ) 渡辺　裕一(ﾌｪﾆｯｸ) 吉田　淳一（円山イ）
DF 関　　吉弘（ヴァン） 江川　　誠（ｲﾜｸﾗ） 布川　雅一(ｵｰﾙﾄﾞ） 加藤　成生（石狩ク） 堀田　　淳（レッド） 武田　　篤（石狩ク） 小林　明仁(道警機） 明石　克之（円山イ）
DF 野中　英世(札信金） 渡辺　敏也（石狩ク） 春日　秀樹（ヴァン） 黒田　英雄(美園ク） 丸山　　隆（教職員） 渡辺　敏也（石狩ク） 天井目博毅(ﾌｪﾆｯｸ) 高柳　光夫(雪印ﾀﾞｯ）

FW 野原　直人(札信金） 大滝　　哲（ｲﾜｸﾗ） 佐野　　徹(ｵｰﾙﾄﾞ） 角田　直人（石狩ク） 藤井　政幸（教職員） 秋田　芳之(ｳﾞｧﾝｶﾞ) 石黒　春雄(ﾌｪﾆｯｸ) 三原　嘉之（円山イ）

最優秀選手

A

B

C

D

Ｅ

Ｆ

札幌アイスホッケー選手権大会歴代成績(第９回～第１６回）
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FW 小池　賢一（ヴァン） 大野　　博(美園ク） 坂上　　修（ヴァン） 直山　　巧（石狩ク） 大越　孝彌（教職員） 山本　正人（石狩ク） 阿部　　学(ﾌｪﾆｯｸ) 工藤　周平(雪印ﾀﾞｯ）

FW 室峰　裕一（ヴァン） 佐藤　光和(美園ク） 引木　裕司(道警機） 安部　延芳(美園ク） 竹次　裕之(道警機） 前川　智雄(ＳＨラ) 奥泉　安弘（円山イ） 朋部　敏雄(王子江）
GK 波多野真義(ｽﾊﾟﾙﾀ) 原　　　　猛(雪印ﾀﾞｯ） 磯辺　敏昭(真ｸﾞﾛｯ）
DF 加藤　　貢(ﾌｪﾆｯｸ) 堤　浩一郎（デンツ） 福田　徳春（日立ｳォ）
DF 安田　雅博(ｽﾊﾟﾙﾀ) 佐藤　賢三(雪印ﾀﾞｯ） 磯貝　　哲(札医OB）
FW 朋部　敏雄(王子江） 高嶋　博美（ｲﾜｸﾗ） 久家　修三(真ｸﾞﾛｯ）
FW 森下　　毅(ｽﾊﾟﾙﾀ) 曽山　昌信(雪印ﾀﾞｯ） 田中　　昇（日立ｳォ）

FW 阿部　　学(ﾌｪﾆｯｸ) 山本　功二（道　新） 石間　　巧(札医OB）
GK 本田　　剛(雪印ﾀﾞｯ） 高橋　　剛（日立ｳォ） 外館　　操（ＮＴＴ)
DF 塚本　武司(真ｸﾞﾛｯ） 田中　　昇（日立ｳォ） 谷口　繁実（ＮＴＴ)
DF 臼井　朊明(真ｸﾞﾛｯ） 石間　　巧(札医OB） 高杉　憲二（教員B）
FW 岸本　道和(雪印ﾀﾞｯ） 山田　達哉（日立ｳォ） 森田　幹也（NTT)
FW 工藤　周平(雪印ﾀﾞｯ） 大森　英哉(札医OB） 今　　隆宣（教員B）
FW 久家　修三(真ｸﾞﾛｯ） 小山田和弘（ＮＴＴ) 伊勢　英人（ＡＤＭ）
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