
女 子

優勝 準優勝 優勝 準優勝

３１ 昭和５１年度 旭川鉄道管理局 釧路鉄道管理局 北海道女子教員 深川クラブ 名寄

３２ ５２ 釧路鉄道管理局 札幌トヨペット 紋別

３３ ５３ 釧路鉄道管理局 釧路市役所 旭川クラブ 深川クラブ 旭川

３４ ５４ 釧路市役所 旭川鉄道管理局 庶路クラブ 深川クラブ 小樽

３５ ５５ 釧路市役所 専売公社函館工場 深川クラブ 江別雅会 札幌

３６ ５６ 旭川鉄道管理局 釧路鉄道管理局 札幌交友会 旭川クラブ 旭川

３７ ５７ 釧路市役所 北見市役所 江別雅会 札幌交友会 稚内

３８ ５８ 釧路市役所 北見市役所 江別雅会 白糠庶路クラブ 登別

３９ ５９ 釧路市役所 釧路鉄道管理局 札幌交友会 江別雅会 札幌

４０ ６０ 江別市役所 北海道電力 江別雅会 札幌交友会 芦別

４１ ６１ 旭川鉄道管理局 函館市役所 江別雅会 北見いちいクラブ 恵庭

４２ ６２ 函館市役所 札幌市役所 江別雅会 函館市役所 浦河

４３ ６３ 江別市役所 函館市役所 札幌交友会 江別雅会 滝川

２部 九天クラブ 三校ＯＢ会 札幌交友会 札幌友の会

４４ 平成元年度 幌東クラブ 北海道 北海道 帯広市役所 江別

２部 北海道 はまなす 九輪クラブ

４５ 平成２年度 幌東クラブ 江別市役所 江別雅会 旭川クラブ 岩見沢

２部 オール岩見沢 小樽交友会 札幌友の会 釧路球友

４６ 平成３年度 函館市役所 江別市役所 札幌交友会 旭川クラブ 静内

２部 釧路市友クラブ 札幌市役所クラブ 札幌クラブ 釧路球友

４７ 平成４年度 幌東クラブ 函館市役所 札幌交友会 江別雅会 芦別

２部 あさひかわ はまなすクラブ 友愛クラブ 釧路球友

４８ 平成５年度 帯広市役所 北見市役所 帯広市役所 北見いちい 北見

２部 釧路飛翔クラブ 札幌クラブ 苫小牧さびた 釧路クラブ

４９ 平成６年度 帯広市役所 函館市役所 札幌交友会 帯広市役所 深川

２部 江別ＪＶクラブ 札幌クラブ はまなす 小樽

５０ 平成７年度 函館市役所 帯広市役所  札幌交友会 帯広市役所  浦河

２部 札幌九輪会 小樽落球会 札幌マインド 日高 恵庭

５１ 平成８年度 帯広市役所 函館市役所 札幌交友会 帯広市役所 札幌

２部 道東親球会 小樽落球会 千歳かれん ひだか 留萌

５２ 平成９年度 江別市役所 帯広市役所 江別雅会 北見市役所 岩見沢

２部 北海道クラブ 函館クラブ いさお会 はまなす 岩見沢

５３ 平成１０年度 北見市役所 札幌九輪会 札幌交友会 帯広市役所 芦別

２部 夢創塾 晩成社 はまなす 札幌創心会 芦別

５４ 平成１１年度 江別市役所 函館市役所クラブ 札幌交友会 帯広市役所 浦河

５５ １２ 北見市役所 帯広市役所 札幌市役所 札幌交友会 北見

５６ １３ 帯広市役所 北見市役所 札幌市役所 札幌交友会 函館

５７ １４ 北見市役所 江別市役所 札幌市役所 札幌交友会 稚内

５８ １５ 江別市役所 北見市役所 札幌交友会 札幌市役所 札幌

５９ １６ 北見市役所 ＫＴ 千歳かれん 札幌市役所 門別

６０ １７ 江別市役所 函館市役所 千歳かれん 札幌交友会 江別

６１ １８ 江別市役所 ＫＴ 千歳かれん 札幌交友会 千歳

６２ １９ 江別市役所 葵クラブ 札幌市役所 千歳かれん 深川

６４ ２１ 葵クラブ 江別市役所 千歳かれん ビリーブ 芦別

６５ ２２ 江別市役所 帯広市役所 千歳かれん 旭川クラブ 小樽

北海道実業団バレーボール連盟

千歳かれん 函館６３ ２０ 江別市役所 函館市役所

回 年度
男子

開催地

国民体育大会成年１・２部９人制北海道予選会

栄 光 の 記 録（優勝・準優勝チーム一覧）
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