
男 子 女 子

優勝 準優勝 優勝 準優勝

１ 昭和２１年度 北大 札市クラブ 札幌

２ ２２ 北大 札幌教員 札幌

３ ２３ 北大 北海道ドレメ 札幌

４ ２４ 全北海道 北海道ドレメ 札幌

５ ２５ 旭川東高 北海道ドレメ 札幌

６ ２６ 富士鉄室蘭 ささば会 小樽

７ ２７ 富士鉄室蘭 小樽桜陽高校 室蘭

８ ２８ 富士鉄室蘭 倶知安高校 札幌

９ ２９ 常盤クラブ 札幌クラブ 札幌

１０ ３０ 常盤クラブ 帝国製麻 札幌

１１ ３１ 富士鉄室蘭 旭川

１２ ３２ 常盤クラブ 札北高クラブ 札幌

１３ ３３ 旭川鉄道管理局 北海道庁 札幌

１４ ３４ 羽幌炭坑 北海道庁 札幌

１５ ３５ 富士鉄室蘭 ささば会 小樽

１６ ３６ 富士鉄室蘭 三馬ゴム 夕張

１７ ３７ 網走南ケ丘 芦別高校 帯広

１８ ３８ 小樽

１９ ３９ 釧路市役所 札東高クラブ 札幌

２０ ４０ 釧路市役所 札幌市外電話局 札幌

２１ ４１ 旭川鉄道管理局 日高クラブ 名寄

２２ ４２ 恵庭自衛隊 日本油脂 砂川

２３ ４３ 帯広市役所 日高クラブ 帯広

２４ ４４ 旭川鉄道管理局 岩見沢クラブ 札幌

２５ ４５ 旭川鉄道管理局 岩見沢クラブ 美唄

２６ ４６ 旭川鉄道管理局 アスカ倶楽部 北見

２７ ４７ 旭川鉄道管理局 広尾クラブ 深川

２８ ４８ 千歳ベァーズ 恵庭 江差

２９ ４９ 釧路市役所 旭川鉄道管理局 留萌青年球友会 岩見沢球友会 滝川

３０ ５０ 釧路市役所 旭川鉄道管理局 深川クラブ 富良野クラブ 旭川

３１ 昭和５１年度 釧路市役所 網走市役所 庶路クラブ 留萌青年球友会 紋別

３２ ５２ 釧路市役所 江別市役所 北海道女子短大 札幌市役所 釧路

３３ ５３ 旭川鉄道管理局 江別市役所 北海道女子短大 留萌青年球友会 名寄

３４ ５４ 釧路鉄道管理局 旭川市役所 北海道女子短大 江別クラブ 静内

３５ ５５ 専売公社函館工場 釧路鉄道管理局 江別雅会 北海道女子短大 倶知安
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男 子 女 子

優勝 準優勝 優勝 準優勝

３６ ５６ 北見市役所 専売公社函館工場 北見いちいクラブ 江別雅会 網走

３７ ５７ 専売公社函館工場 旭川鉄道管理局 札幌交友会 北見いちいクラブ 富良野

３８ ５８ 江別市役所 札幌市役所 札幌交友会 旭川クラブ 帯広

３９ ５９ 江別市役所 オール旭川 北見いちいクラブ 江別雅会 江別

４０ ６０ 北見市役所 北電バレー部 北見いちいクラブ 浦河クラブ 浦河

４１ ６１ 江別市役所 帯広市役所 札幌交友会 上富良野クラブ 深川

４２ ６２ 函館市役所 日本たばこ函館工場 静内クラブ 名風会青年女子 函館

４３ ６３ 幌東クラブ 旭川市役所 江別雅会 札幌交友会 深川

４４ 平成元年度 江別市役所 釧路市役所 江別雅会 芦別クラブ 芦別

４５ ２ 北海道電力 函館市役所 札幌交友会 北見いちいクラブ 名寄

４６ ３ 江別市役所 北見市役所 トランタンＶＣ 京セラ 滝川

４７ ４ 江別市役所 北海道松下電器 北海道女子短大 江別雅会 小樽

４８ ５ 札幌市役所 北海道松下電器 函館市役所 北海道女子短大 美唄

４９ ６ 函館市役所 江別市役所 北海道女子短大 札幌交友会 北見

５０ ７ 北見市役所 夢創塾 北海道女子短大 留萌クラブ 紋別

５１ ８ 函館市役所 北見市役所 江別雅会 札幌クラブ 美唄

５２ ９ 函館市役所ｸﾗﾌﾞ 帯広市役所 札幌交友会 スコーピオン 芦別

５３ １０ 函館市役所ｸﾗﾌﾞ 札幌市役所 札幌市役所 利尻

５４ １１ 北見市役所 江別市役所 白糠庶路クラブ 札幌クラブ 帯広

５５ １２ 帯広市役所 江別市役所 中標津

５６ １３ 江別市役所 北海道電力 苫小牧

５７ １４ 江別市役所 札幌市役所 札幌市役所 札幌交友会 日高

５８ １５ 江別市役所 帯広市役所 札幌市役所 羽幌

５９ １６ 江別市役所 札幌自衛隊 千歳

６０ １７ ＫＴ 葵クラブ 深川

６１ １８ 北見市役所 札幌自衛隊 深川

６２ １９ 北海道電力 札幌市役所 札幌市役所 美唄

６３ ２０ 名寄

６４ ２１ 北見市役所 札幌市役所 札幌市役所 日高

６５ ２２ 北見市役所 富良野

６６ ２３ 北見市役所 江別

６７ ２４ 北部方面通信群 札幌市役所 羽幌

６８ ２５ 北見市役所 余市

６９ ２６ 北見

７０ ２７ 北見市役所 深川

７１ ２８ 深川

７２ ２９ 深川

７３ ３０ 深川

７４ 元 深川

７５ ２ 深川

７６ ３ 深川
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