
※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 足立　武美 中川　　肇

1968 札 幌 小椋　俊隆 板本　公明 小林　善昭 棚山　和男

43年 ( 北 海 ) （室清水） （羽幌） （羽幌） （江別）

角　　恭輔 中川　　肇 佐藤　　譲 熊沢　辰也 伴　　和彦

1969 札 幌 中川　　肇 畠山　　孝 （栗山） 棚山　和男 杉田　　　 河井　直樹 菊地　孝治

44年 ( 北 斗 ) （江別） （苫工） 山口　　　 （江別） （札東） （栗山） （夕張）

（札工）

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 （札西） 赤石　純一 佐藤　文紀 佐藤　敏博 下野　　正

45年 （帯農） （羽幌） 佐藤　義孝 （北海） （札商） （札工） （帯農）

（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 斎藤　利美 兵頭　洋光 大橋　　誠

46年 （札西） （網走） 佐伯　昌彦 （札西） （札商） （札西） （長万部）

（伊達）

岩村　重勝 中川　紀夫 渡辺　　薫 三上　秀樹 松橋　茂人

1972 5 中川　紀夫 三上　秀樹 （江別） 田辺　義彦 斎藤　純一 松岡　義文 増山　　兀

47年 1 （北海） （帯柏） 渡辺　　驚 （北海） （札商） （帯柏） （帯農）

（札商）

米田　清純 木村　雅彦 原　　啓一 篠尾　幸隆

1973 6 熊谷　敏夫 津坂　秀雄 （樽潮陵） 熊谷　敏夫 坂東　一郎 松原　昭美

48年 2 （函東） （網走） （函東） （札創成） （帯三条）

桜井　康正 菅野　幸孝 広川　幸児 篠尾　幸隆 吉田　茂穂

1974 7 篠尾　幸隆 菅野　幸孝 （帯柏） 中川　康博 高橋　徳之 山越　　稔 三谷　裕司

49年 3 （帯三条） （帯柏） 遠藤　高弘 （帯柏） （帯農） （帯三） （釧商定）

（帯柏）

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 （釧商定） （釧商定） 横山　晴弥 （釧商定） （帯柏） （帯農） （釧商定）

（釧商定）

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 （釧商） （帯柏） （帯柏） （帯柏） （帯柏） （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） （帯農） （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 （帯農） （帯柏） （北海） （帯農） （北海） （帯柏）

伊地知勝美 藤本　謙治 米田　雅実 森内　英雄 藤井　範彦

1986 19 横山　　匠 工藤　忠和 （札幌旭丘） 村井　秀樹 横山　　匠 前野　浩一 横山　晴弥

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） （釧商定）

（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）

郷路　一郎 佐藤　嘉伸 堤　　浩一 平野　朝也 田村　隆紀

1988 21 古川　秀樹 佐藤　嘉伸 （札幌第一） 郷路　一郎 古川　秀樹 末村　利彦 吉村　晋悟

63年 17 （旭川工業） （札幌第一） 馬木　貴之 （札幌第一） （旭川工業） （札幌第一） （滝川工業）

（旭川工業）

小川　和宏 小川　和宏 馬木　貴之 大久保公博 屋敷　　勤

1989 22 馬木　貴之 米田　紀興 （滝川工業） 田村　隆紀 米田　紀興 河原　由幸 芳村　晋悟

平成 18 （旭川工業） （旭川工業） 矢野　宏尚 （滝川工業） （旭川工業） （旭川東） （滝川工業）

元年 （旭川工業）

矢野　宏尚 星　　拓磨 田口　英史 矢野　宏尚 西田　　圭

1990 23 星　　拓磨 米田　和典 （旭川工業） 米田　和典 高嶋　　進 真岩　　忍 山中　隆満

2年 19 （旭川工業） （旭川工業） 西田　　圭 （旭川工業） （帯広緑陽） （旭川工業） （旭川工業）

（旭川工業）

高橋　　弾 米田　和典 山中　隆満 大居　雄一 小野寺靖夫

1991 24 米田　和典 西田　　圭 （釧路湖陵） 真岩　　忍 西田　　圭 神威　貴也 谷口　貴章

3年 20 （旭川工業） （旭川工業） 崎野　幸男 （旭川工業） （旭川工業） （旭川実業） （旭川凌雲）

（滝川工業）

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 男　子　ダ　ブ　ル　ス

３　　　　　　位

網 走

時間がなくてベスト８で終了(午後９時)
織田勇(由仁) 山田篤(羽幌) 浜本栄治(札工)　土江田
真一(札西) 岩菜弘志(樽桜陽) 島田治雄(室清水) 加賀
谷保典(長万部) 野村勝美(江別)

1

2

岩 見 沢3

室 蘭4

帯 広

滝 川

苫 小 牧

釧 路

滝 川

帯 広

　　※　第12回大会から第18回大会は団体戦のみ実施

岩 見 沢

岩 見 沢

旭 川

旭 川

滝 川

名 寄
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優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝

西暦
年号

回 開催地
男　子　シ　ン　グ　ル　ス 男　子　ダ　ブ　ル　ス

３　　　　　　位

小野寺靖夫 鈴木　大輔 渡辺　貴広 森田　憲輝 三上　裕文

1992 25 伊藤　章芳 鈴木　大輔 （旭川凌雲） 荒井　大亮 伊藤　章芳 黒田　栄継 宮本　清治

4年 21 （旭川工業） （旭川工業） 荒井　大亮 （旭川工業） （旭川工業） （帯広柏葉） （旭川実業）

（旭川工業）

安広　一哉 石橋　尚樹 伊藤　猛紀 広田　直人 木村　武久

1993 26 伊藤　章芳 宮本　清治 （旭川工業） 伊藤　章芳 横　　輝明 本田　敦英 西村　拓也

5年 22 （旭川工業） （旭川実業） 奥山　幸一 （旭川工業） （旭川工業） （江陵）

（滝川工業）

橋本　武洋 伊藤　猛紀 阪上　真吾 三上　直也 本田　敦英

1994 27 三上　直也 鈴木慎太郎 （旭川工業） 愼　　輝明 橋本　武洋 真岩　　巧 椿　　　達

6年 23 （旭川実業） （旭川実業） 本田　敦英 （旭川工業） （旭川工業） （旭川実業） （江陵）

（江陵）

長田　健一 鈴木慎太郎 麻下　敏哉 上田　大輔 長田　健一

1995 28 鈴木慎太郎 上田　大輔 （旭川実業） 佐藤　信行 吉原　彰彦 丸一　良太 菅原　和宏

7年 24 （旭川実業） （旭川工業） 土佐　裕二 （旭川実業） （旭川工業） （旭川工業） （旭川実業）

（旭川工業）

松本　　章 上田　大輔 松本　　章 中島　茂勝 唐太　　勝

1996 29 上田　大輔 中富　　崇 （旭川工業） 丸一　良太 矢野　慎吾 山田　省吾 吉川　隆博

8年 25 （旭川工業） （旭川北） 丸一　良太 （旭川工業） （旭川工業） （帯広柏葉） （旭川実業）

（旭川工業）

高井　　伸 松本　　章 鈴木　裕策 藤田　光治 亀井　誠一

1997 30 松本　　章 矢野　慎吾 （帯広大谷） 矢野　真吾 後藤　哲志 近江　幸司 西　　隆裕

9年 26 （旭川工業） （旭川工業） 上田　大輔 （旭川工業） （旭川工業） （滝川西） （滝川西）

（旭川工業）

谷平　裕二 木村　仁洋 谷平　裕二 河原　　悟 川元　亮太

1998 31 川島　健一 渡部　由貴 （旭川工業） 竹村　　純 加藤　洋祐 三浦　弘貴 清野　大輔

10年 27 （旭川北） （旭川工業） 竹村　　純 （旭川工業） （旭川工業） （旭川東） （帯広大谷）

（旭川工業）

川島　健一 谷平　裕二 川元　亮太 村下　貴志 渡部　由貴

1999 32 竹村　　純 渡部　由貴 （旭川北） 竹村　　純 清野　大輔 鳥海　保宏 加藤　洋祐

11年 28 （旭川工業） （旭川工業） 村下　貴志 （旭川工業） （帯広大谷） （江陵） （旭川工業）

（江陵）

山本　祥平 高畠　茂樹 竹村　幸洋 山ノ内利幸 山本　祥平

2000 33 三上　真秀 高畠　茂樹 （旭川工業） 大泉　陽介 森田　　敦 和泉　　孝 近澤　慎二

12年 29 （帯広大谷） （旭川工業） 森田　　敦 （旭川工業） （旭川工業） （旭川工業） （旭川工業）

（旭川工業）

桜田　　淳 竹村　幸洋 大泉　陽介 山ノ内利幸 三上　真秀

2001 34 三上　真秀 竹村　幸洋 （旭川実業） 和泉　　孝 森田　　敦 近澤　慎二 十川　和也

13年 30 （帯広大谷） （旭川工業） 森田　　敦 （旭川工業） （旭川工業） （旭川工業） （帯広大谷）

（旭川工業）

森脇　貴生 佐藤　晃裕 樋浦　直人 大村　和也 盛永　　光

2002 35 十川　和也 桜田　　淳 （旭川工業） 谷地元恭介 大西　翔太 前田　洋昭 森脇　貴生

14年 31 （帯広大谷） （旭川実業） 渡部　一人 （旭川実業） （旭川工業） （帯広農業） （旭川工業）

（旭川北）

鈴木　　航 大西　翔太 渡部　一人 古戸　良幸 三本　啓太

2003 36 大西　翔太 渡部　一人 （帯広三条） 青山　卓矢 志子田敦史 西垣　智仁 吉田　拓哉

15年 32 （旭川工業） （旭川北） 荒木　隆佑 （旭川工業） （旭川北） （帯広大谷） （旭川工業）

（釧路江南）

吉田　照明 野口　元生 谷藤　敬典 吉田　拓哉 太田　耕司

2004 37 佐々　泰知 中鉢　隼人 （帯広大谷） 田垣　貴也 佐々　泰知 下苧坪大地 松本　陽太

16年 33 （旭川実業） （帯広大谷） 谷藤　敬典 （旭川実業） （旭川実業） （旭川工業） （旭川北）

（旭川実業）

田垣　貴也 中鉢　隼人 野口　元生 佐々　泰知 上野　正史

2005 38 中鉢　隼人 佐々　泰知 （旭川実業） 清水　誠也 谷藤　敬典 田垣　貴也 谷平　充英

17年 34 （帯広大谷） （旭川実業） 野口　元生 （帯広大谷） （旭川実業） （旭川実業） （旭川実業）

（旭川実業）

小野　　哲 牧野　公亮 入江　優喜 畝重　勇希 掛下　祐貴

2006 39 牧野　公亮 入江　優喜 （旭川西） 鈴木　啓太 加納　大貴 川村　拓也 島田　航平

18年 35 （旭川実業） （帯広大谷） 庄司　元気 （旭川実業） （帯広大谷） （帯広大谷） （帯広大谷）

（旭川工業）

中木　広大 中木　広大 牧野　公亮 常磐　和宏 大久保雄太

2007 40 牧野　公亮 島谷　航平 （旭川実業） 島谷　航平 鈴木　啓太 亀岡　太郎 井端　健人

19年 36 （旭川実業） （旭川実業） 島田　航平 （旭川実業） （旭川実業） （旭川実業） （帯広農業）

（帯広大谷）

白川　拓磨 林　　和弘 中木　広大 常磐　和宏 澤田　宗良

2008 41 島谷　航平 中木　広大 （帯広大谷） 白川　拓磨 島谷　航平 亀岡　太郎 五十嵐瑞貴

20年 37 （旭川実業） （旭川実業） 林　　和弘 （帯広大谷） （旭川実業） （旭川実業） （旭川実業）

（帯広大谷）

西條　賢也 白川　拓磨 高田　　憲 小澤　　拓 小笠原浩二

2009 42 渡部　　大 白川　拓磨 （帯広大谷） 西條　賢也 渡部　　大 住友　　聡 氏家　冬芽

21年 38 （旭川実業） （帯広大谷） 高田　　憲 （帯広大谷） （旭川実業） （旭川実業） （旭川実業）

（旭川実業）

帯 広

旭 川

釧 路

紋 別

帯 広

滝 川

名 寄

網 走

釧 路

滝 川

帯 広

名 寄

旭 川

北 見

釧 路

旭 川

岩 見 沢

稚 内
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優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位 優　　　勝 準　優　勝

西暦
年号

回 開催地
男　子　シ　ン　グ　ル　ス 男　子　ダ　ブ　ル　ス

３　　　　　　位

岡村　和輝 渡部　　大 松谷龍之介 岩鼻陽太郎 澤井　祐基

2010 43 渡部　　大  松倉　武嗣 （帯広大谷） 川原　共生 能渡　圭佑 小山　和也 布川　祐輔

22年 39 （旭川実業） （旭川実業） 川原　共生 （旭川実業） （帯広大谷） （旭川実業） （旭川実業）

（旭川実業）

木村　尋斗 岩鼻陽太郎 長船　拓也 佐藤　満確 吉川　　改

2011 44 溝口　祐太 吉川　　改 （旭川実業） 小山　和也 青木佑希也 西本　健太 木村　尋斗

23年 40 （旭川実業） （旭川実業） 岩鼻陽太郎 （旭川実業） （旭川実業） （旭川工業） （旭川実業）

（旭川実業）

岸田　貴嗣 吉川　　改 木村　尋斗 高畑　有志 木村　綾太

2012 4５ 吉川　　改 青木佑希也 （旭川実業） 青木佑希也 岸田　貴嗣 三浦慎太郎 小山内凱人

2４年 4１ （旭川実業） （旭川実業） 木村　尋斗 （旭川実業） （旭川実業） （旭川実業） （旭川実業）

（旭川実業）

玉置　大地 高畑　有志 井川　零士 前田　優太 牧野　匠実

2013 ４６ 小竹　創貴 片桐　悠輔 （旭川実業） 三浦　慎太郎 吉田　悠輝 河北　翔太 谷尻　　晨

２５年 ４２ （旭川実業） （旭川実業） 小山内凱人 （旭川実業） （江陵） （旭川工業） （帯広大谷）

（旭川実業）

菊地　佑太 坂牧　大地 潟端　雅史 遠藤　真彦 小林　謙一

2014 ４7 坂牧　大地 片桐　悠輔 （旭川実業） 片桐　悠輔 齋藤　孝成 遠藤　大輝 白川　友基

２6年 ４3 （旭川実業） （旭川実業） 遠藤　真彦 （旭川実業） （帯広大谷） （旭川実業） （帯広大谷）

（旭川実業）

橘　　聖弥 遠藤　大輝 遠藤　真彦 佐々木祐太 白川　友基

2015 48 遠藤　真彦 白川　友基 （旭川実業） 稲垣　康太 佐竹　慧悟 下田　大輝 高橋　　魁

27年 44 （旭川実業） （帯広大谷） 遠藤　大輝 （旭川実業） （旭川実業） （江陵） （帯広大谷）

（旭川実業）

佐藤洸太朗 小川　涼真 橘　　聖弥 中山　　諄 蝦夷森　駿

2016 49 橘　　聖弥 蝦夷森　駿 （旭川実業） 高橋　　魁 佐藤洸太朗 鞠古　翔太 福村　　龍

28年 45 （旭川実業） （旭川実業） 中山　　諄 （帯広大谷） （旭川実業） （旭川実業） （旭川実業）

（旭川実業）

2017 50

29年 46
深 川

釧 路

岩 見 沢

帯 広

釧 路

深 川

旭 川

北 見
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