
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 第９回大会 第１０回大会 第１１回大会 第１２回大会
３年１２月～７月 ４年１２月～７月 ５年１２月～７月 ６年１２月～７月 ７年１２月～７月 ８年１２月～７月 ９年１２月～７月 １０年１２月～７月 １１年１２月～７月 １２年１２月～７月 １３年１２月～７月 １４年１２月～７月

優勝 雪印カウボーイ 雪印カウボーイ ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 ＮＴＴ札幌 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 ＮＴＴ札幌 ＮＴＴ札幌 シュート ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 シュート
準優勝 札幌クラブ 真駒内クラブ ＮＴＴ札幌 北海学園大OB ＮＴＴ札幌 ｽﾀｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ｽﾀｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ＮＴＴ札幌 シュート チームフラット
３位 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 札幌クラブ 真駒内クラブ ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 真駒内クラブ ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 真駒内クラブ 炭火ﾌﾗｲﾔｰｽﾞ ｽﾀｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ マイティーダックス
４位 札幌プリンスホテル ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 アトミックﾎﾞｰﾝ 真駒内クラブ ＳＨＯＯＴ 札幌クラブ 札幌クラブ 北海ｸﾗﾌﾞﾎﾞｷﾞｰｽﾞ 炭火ﾌﾗｲﾔｰｽﾞ 炭火ﾌﾗｲﾔｰｽﾞ
５位 クラブレガシー 札幌プリンスホテル 札幌クラブ ブラックジャック 北海学園大OB 北海ｸﾗﾌﾞﾊﾞｰﾃﾞｨｰｽﾞ 美園クラブ 美園クラブ 北海ｸﾗﾌﾞﾎﾞｷﾞｰｽﾞ ゴジラーズ
６位 羊ケ丘クラブ アトミックﾎﾞｰﾝ ゲッターズ アトミックﾎﾞｰﾝ アトミックﾎﾞｰﾝ 真駒内クラブ マイティーダックス ヴァンガーズ札幌 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ 美園クラブ
７位 ゲッターズ クラブレガシー プリンスホテル 札幌クラブ ブラックジャック 北海ｸﾗﾌﾞﾎﾞｷﾞｰｽﾞ 円山イーグルス スパルタクス 日立ウォリアーズ 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ
８位 真駒内オールドスターズ

優勝 アトミックﾎﾞｰﾝ ＮＴＴ札幌 ヒットアンドラン フェニックス フェニックス 美園クラブ ヴァンガーズ札幌 日立ウォリアーズ 札幌ゴジラーズ エスノスライダース

準優勝 石狩ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰｽ ゲッターズ ヴァンガーズ札幌 ヒットアンドラン 美園クラブ マイティーダックス スパルタクス 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ マイティーダックス アフロプレイ
３位 楡氷クラブ 日立ウォリアーズ 楡氷クラブ 美園クラブ マイティーダックス 円山イーグルス 北海ｸﾗﾌﾞﾎﾞｷﾞｰｽﾞ イーグルス スパルタクス 札幌市教職員Ａ
４位 レッドスターズ 楡氷クラブ 日立ウォリアーズ プリンスホテル 真駒内オールド スパルタクス 札幌市教職員Ａ 楡氷クラブ ヴァンガーズ札幌 ヴァンガーズ札幌

５位 ホワイトベアーズ 石狩ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰｽﾞ 美園クラブ 日立ウォリアーズ ヒットアンドラン 北海ｸﾗﾌﾞﾎﾞｷﾞｰｽﾞ 日立ウォリアーズ マイティーダックス ブルース スパルタクス
６位 美園クラブ 美園クラブ 石狩ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰｽﾞ ヴァンガーズ札幌 ヴァンガーズ札幌 日立ウォリアーズ ＳＨライナーズ 札幌市教職員Ａ 札幌市教職員Ａ 日立ウォリアーズ
７位 フェニックス ホワイトベアーズ 札医大ＯＢ 楡氷クラブ 日立ウォリアーズ アトミックﾎﾞｰﾝ アトミックﾎﾞｰﾝ ＳＨライナーズ 楡氷クラブ ブルース
８位 札幌市教職員 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ 石狩ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰｽﾞ ブルース ＳＨライナーズ
優勝 ＮＴＴ札幌 札医大ＯＢ フェニックス 札幌市教職員 スパルタクス ヴァンガーズ札幌 ブルース 雪印ダッキング アフロプレイ ブラックジャック
準優勝 日立ウォリアーズ ヴァンガーズ札幌 札幌市教職員 円山イーグルス 円山イーグルス ﾐｻﾜﾎｰﾑﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ 楡氷クラブ 札幌ゴジラーズ エスノスライダース アトミックﾎﾞｰﾝ
３位 雪印ダッキング 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰズ ＳＨライナーズ スパルタクス ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙｺｽﾋﾞｰ ＳＨライナーズ 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ エスノスライダース ブラックジャック 楡氷クラブ
４位 ＳＨライナーズ 雪印ダッキング 円山イーグルス 札医大ＯＢ 石狩ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰｽﾞ 札幌市教職員Ａ ゲッターズ ブラックジャック フライヤーズ ＳＨライナーズ
５位 ヴァンガーズ札幌 フェニックス 雪印ダッキング ＳＨライナーズ 札幌市教職員 ブラックジャック 札幌ゴジラーズ フライヤーズ ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

６位 円山イーグルス 円山イーグルス サッポロ９０’ｓ 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ 楡氷クラブ 楡氷クラブ ＤＡＣ アトミックﾎﾞｰﾝ アトミックﾎﾞｰﾝ ゲッターズ
７位 北海道警察機動隊 ＳＨライナーズ ＤＡＣ サッポロ９０’ｓ ゲッターズ 札幌ﾎﾜｲﾄﾍﾞｱｰｽﾞ ブラックジャック ゲッターズ 真駒内アリーナ フライヤーズ
８位 王子江別 札幌市教職員 ウイングス 雪印ダッキング 札医大ＯＢ ｻｯﾎﾟﾛﾎﾜｲﾄﾍﾞｱｰｽﾞ おはこ
優勝 札医大ＯＢ サッポロ９０’ｓ スパルタクス ウイングス ＳＨライナーズ ＤＡＣ エスノスライダース ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ チームメーク ウイングス
準優勝 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰズ ＤＡＣ ＡＤＭゴジラーズ ＡＤＭゴジラーズ 雪印ダッキング ブルース 雪印ダッキング アフロプレイ 札医大ＯＢ 札医大ＯＢ
３位 サッポロ９０’ｓ ウイングス 日成産業 ＤＡＣ ＯＷＬ（アウル） 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ 石狩ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄﾍﾞｱｰｽﾞ ｽｰﾊﾟｰﾍﾞｱｰｽﾞ チームメーク
４位 日成産業 スパルタクス 北海道警察機動隊 ＯＷＬ（アウル） ＤＡＣ 札医大ＯＢ ウイングス チームメーク ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ チーム人力社
５位 ＤＡＣ 王子江別 王子江別 ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ サッポロ９０’ｓ 札幌ゴジラーズ 札幌９０’ｓ ＤＡＣ チーム人力社 札幌ドリーム
６位 スパルタクス ＡＤＭゴジラーズ ﾒﾃﾞｨｯｸｽ 北海道警察機動隊 真駒内ｸﾞﾛｯｷｰｽﾞ 石狩ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰｽﾞ 月寒ｽﾄﾛﾝｶﾞｰﾌｧｻﾞｰｽﾞ 札医大ＯＢ 札幌ドリーム ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ
７位 ＡＤＭゴジラーズ 日成産業 ＮＴＴテレジョーズ チームメーク ウイングス 雪印ダッキング 北海道警察 札幌９０’ｓ ＤＡＣ 真駒内アリーナ
８位 札幌コングス 札幌市教職員Ｂ エスノスライダース ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ウイングス ｻｯﾎﾟﾛﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ ＳＫホーネッツ
優勝 ウイングス エスノスライダース 北海道新聞社 ﾐｻﾜﾎｰﾑﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ ﾐｻﾜﾎｰﾑﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ ゲッターズ ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ チーム人力社 ウイングス ＤＡＣ
準優勝 札幌市教職員Ｂ メディックス 札幌市教職員Ｂ クラブコスビー ブルース 北海道警察 チームメーク 札幌ドリーム ＳＫホーネッツ 札幌市役所
３位 北海道新聞社 北海道新聞社 札幌コングス 札幌市教職員Ｂ チームメーク 月寒ｽﾄﾛﾝｶﾞｰﾌｧｻﾞｰｽﾞ スーパーベアースﾞ スラップショット 札幌市役所 札医大グレーツ
４位 エスノスライダース 札幌コングス クラブコスビー エスノスライダース 北海道警察機動隊 ウイングス スラップショット ＮＴＴテレジョーズ ＮＴＴテレジョーズ 札幌９０’ｓ
５位 時計台病院 時計台病院 札医大グレーツ ＮＴＴテレジョーズ 王子江別 札幌９０’ｓ チーム人力社 札幌市役所 札幌コングス スラップショット
６位 日本石油 ﾐｻﾜﾎｰﾑﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ ﾐｻﾜﾎｰﾑﾍﾟﾝｷﾞﾝｽﾞ 札幌コングス 北海道新聞社 ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ＮＴＴテレジョーズ 札幌コングス スラップショット ＮＴＴテレジョーズ
７位 メディックス サカモト組 時計台病院 札医大グレーツ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ チーム人力社 ＳＫホーネッツ ＴＶ　ＳＴＡＲＳ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ 札幌コングス
８位 真駒内ﾚﾃﾞｨｰｽ ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾘｰｺｽﾋﾞｰ サカモト組 スラップショット ｲﾜｸﾗﾎｰﾑﾋﾞｰﾊﾞｰｽﾞ 札医大グレーツ 北海道警察 ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ
9位 時計台病院
優勝 エスノスライダース エスノスライダース 札幌ドリーム ＳＫホーネッツ 札医大グレーツ プラネッツ
準優勝 ｽｹｰﾄﾊｳｽﾎｰﾈｯﾂ チームメーク 札医大グレーツ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ 王子江別
３位 札幌市教職員Ｂ ＳＫホーネッツ 王子江別 ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ 王子江別 ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ
４位 ＮＴＴテレジョーズ ＮＴＴテレジョーズ 札幌コングス 王子江別 プラネッツ 北海道警察
５位 札幌コングス スーパーベアースﾞ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ ストライカーズ ストライカーズ ＴＶ　ＳＴＡＲＳ
６位 札医大グレーツ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ 札幌市教職員Ｂ 札幌市教職員Ｂ 札幌市教職員Ｂ 札幌市教職員Ｂ
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回



７位 スラップショット 札幌市教職員Ｂ 時計台病院 プラネッツ ＴＶ　ＳＴＡＲＳ ストライカーズ
８位 時計台病院 ＴＶ　ＳＴＡＲＳ イワクラホーム ｲﾜｸﾗﾎｰﾑﾋﾞｰﾊﾞｰｽﾞ イワクラホーム

第１３回大会 第１４回大会 第１５回大会 第１６回大会 第１７回大会 第１８回大会 第１９回大会 第２０回大会 第２１回大会 第２２回大会 第２３回大会 第２４回大会
１５年１２月～７月 １６年１２月～７月 １７年１２月～７月 １８年１２月～７月 １９年１２月～７月 2０年１２月～７月 2１年１２月～７月 ２２年１２月～７月 ２３年１２月～７月

優勝 北海ＯＢクラブ ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 アフロプレイ 札幌クラブ 札幌ホッケークラブ 札幌ホッケークラブ

準優勝 エスノスライダース 北海ＯＢクラブ ＳＨＯＯＴ マイティーダックス マイティーダックス ＳＨＯＯＴ ｽｹｰﾄﾊｳｽ札幌 スケートハウス札幌 スケートハウス札幌

３位 マイティーダックス マイティーダックス アフロプレイ アフロプレイ チームフラット マイティーダックス アフロプレイ ヴァンガーズ札幌 ヴァンガーズ札幌

４位 炭火フライヤーズ ＳＨＯＯＴ ヴァンガーズ札幌 チームフラット ＳＨＯＯＴ ヴァンガーズ札幌 ＳＨＯＯＴ プラネッツ NTT札幌
５位 ＳＨＯＯＴ アフロプレイ マイティーダックス ヴァンガーズ札幌 ヴァンガーズ札幌 ＮＴＴ札幌 ヴァンガーズ札幌 NTT札幌 アフロプレイ
６位 チームフラット 炭火フライヤーズ 炭火フライヤーズ エスノスライダース アフロプレイ チームフラット プラネッツ アフロプレイ プラネッツ
７位 ゴジラーズ エスノスライダース 北海ＯＢクラブ 札医大ＯＢ 札幌ゴジラーズ マイティーダックス BLAZERS ゴールデンフォックス

８位 プラネッツ マイティーダックス

優勝 アフロプレイ ウイングス エスノスライダース 札幌ゴジラーズ ＮＴＴ札幌 プラネッツ ＢＬＡＺＥＲＳ ゴールデンフォックス マイティーダックス

準優勝 ヴァンガーズ札幌 ヴァンガーズ札幌 チームフラット プラネッツ 札医大ＯＢ 札医大ＯＢ チームフラット スパルタクス 札幌COOLS
３位 スパルタクス チームフラット スパルタクス スパルタクス アトミック ＢＬＡＺＥＲＳ ＮＴＴ札幌 チームメーク BLAZERS
４位 ブラックジャック スパルタクス 札医大ＯＢ ＢＬＡＺＥＲＳ ＢＬＡＺＥＲＳ スパルタクス ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌｫｯｸｽ TOKYOSMILE TOKYOSMILE
５位 アトミックﾎﾞｰﾝ ＳＨライナーズ 札幌ゴジラーズ 日立ウォリアーズ スパルタクス 札幌ゴジラーズ 札医大ＯＢ 札幌ゴジラーズ チームメーク
６位 札幌市教職員Ａ 札幌ゴジラーズ アトミック アトミック ＳＨライナーズ アトミック スパルタクス 楡氷クラブ 札幌市役所
７位 美園クラブ アトミック 日立ウォリアーズ Ｚ’ｓ 日立ウォリアーズ フライヤーズ 札幌ゴジラーズ 日立ウォリアーズ 楡氷クラブ
８位 ブラックジャック ＳＨライナーズ 札医大OB アトミック
優勝 ウイングス 札医大ＯＢ ＢＬＡＺＥＲＳ ＮＴＴテレジョーズ フライヤーズ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌｫｯｸｽ 日立ウォリアーズ アトミック チーム人力社
準優勝 ＳＨライナーズ 日立ウォリアーズ プラネッツ ＳＨライナーズ ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ 日立ウォリアーズ チームメーク 札幌市役所 日立ウォリアーズ
３位 日立ウォリアーズ ＢＬＡＺＥＲＳ チーム人力社 チームメーク チームメーク ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ 札幌メディックス SHライナーズ
４位 ブルース チームメーク チームメーク ブラックジャック 札幌メディックス チームメーク 楡氷クラブ SHライナーズ 札幌メディックス
５位 ゲッターズ ブルース ブラックジャック チーム人力社 ブラックジャック 楡氷クラブ アトミック ゲッターズ 札医大OB
６位 ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ 楡氷クラブ 楡氷クラブ フライヤーズ チーム人力社 ＳＨライナーズ 札幌市役所 札幌ドリームス ゲッターズ
７位 楡氷クラブ ゲッターズ ブルース 楡氷クラブ Ｚ’ｓ 札幌メディックス フライヤーズ ブルース 札幌ドリームス
８位 ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ゲッターズ フライヤーズ Z's　Flyers
優勝 札医大ＯＢ プラネッツ ＮＴＴテレジョーズ ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌｫｯｸｽ 札幌市役所 ＳＨライナーズ チーム人力社 シューティングスターズ

準優勝 チームメーク チーム人力社 フライヤーズ ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ 楡氷クラブ ゲッターズ 札幌メディックス Z's　Flyers 札幌市教職員
３位 チーム人力社 札幌市役所 ＤＡＣ 札幌市役所 ブルース Ｚ’ｓ ゲッターズ シューティングスターズ SKホーネッツ
４位 フライヤーズ フライヤーズ 札幌ドリームス ＤＡＣ 札幌市役所 ブルース 札幌ドリームス 札幌市教職員 王子江別
５位 札幌ドリームス 王子江別 札幌市役所 ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ ｻｯﾎﾟﾛﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ 札幌ドリームス ブルース DAC ブルース
６位 札幌市役所 札幌ドリームス ﾒﾃﾞｨｯｸｽｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ ブルース ＳＫホーネッツ チーム人力社 Ｚ’ｓ シルバーフォックス シルバーフォックス

７位 ＤＡＣ スーパーベアーズ 王子江別 ゲッターズ ＤＡＣ ｻｯﾎﾟﾛﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ ＤＡＣ 真駒内アリーナ DAC
８位 ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ おはこ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ 札幌ドリームス 北海道警察 真駒内アリーナ
優勝 プラネッツ ＤＡＣ ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ ＳＫホーネッツ 札幌ドリームス ＤＡＣ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ SKホーネッツ 北海道警察
準優勝 王子江別 ＮＴＴテレジョーズ ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ ｻｯﾎﾟﾛﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ ゲッターズ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ チーム人力社 王子江別 スラップショット
３位 札医大グレーツ ＴＯＫＹＯＳＭＩＬＥ 真駒内アリーナ 王子江別 ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾌｭｰｼﾞｮﾝ スラップショット 真駒内アリーナ スラップショット プラネッツフュージョン

４位 ｻｯﾎﾟﾛ９０’ｓ ＳＫホーネッツ ＳＫホーネッツ 真駒内アリーナ 札幌コングス ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾌｭｰｼﾞｮﾝ ｻｯﾎﾟﾛﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ プラネッツフュージョン ビーブラウンライトニング

５位 ＳＫホーネッツ 札医大グレーツ ｻｯﾎﾟﾛﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ 札幌コングス 真駒内アリーナ 真駒内アリーナ 北海道警察 札医大グレーツ 札医大グレーツ
６位 ＮＴＴテレジョーズ ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ 札医大グレーツ ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾌｭｰｼﾞｮﾝ 王子江別 ＳＫホーネッツ スラップショット 札幌コングス 札幌コングス
７位 真駒内アリーナ 札幌コングス おはこ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ 札幌コングス ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾌｭｰｼﾞｮﾝ ビーブラウンライトニング 札幌市教職員Smilers

８位 真駒内アリーナ ｻｯﾎﾟﾛﾅｲﾝﾃｨｰｽﾞ 北海道警察 札医大グレーツ プラネッツベガ プラネッツベガ
優勝 札幌コングス 北海道警察 ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾌｭｰｼﾞｮﾝ イワクラホーム スラップショット 北海道警察 ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ
準優勝 ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ 真駒内アリーナ 札幌コングス スラップショット ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ 札幌市教職員
３位 北海道警察 ストライカーズ ストライカーズ 札幌市教職員 札幌市教職員 札医大グレーツ 札幌コングス
４位 ＴＶ　ＳＴＡＲＳ 札幌市教職員 札幌市教職員 ﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 札幌市教職員 ﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

５位 札幌市教職員Ｂ 真駒内アリーナ スラップショット おはこ ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾍﾞｶﾞ 王子江別 ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾍﾞｶﾞ
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６位 ストライカーズ ＴＶ　ＳＴＡＲＳ ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾍﾞｶﾞ 北海道警察 北海道警察 ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾍﾞｶﾞ 王子江別
７位 ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾍﾞｶﾞ イワクラホーム イワクラホーム ＴＶ　ＳＴＡＲＳ 札医大グレーツ ﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 札医大グレーツ
８位 イワクラホーム ﾌﾟﾗﾈｯﾂﾍﾞｶﾞ ＴＶ　ＳＴＡＲＳ ＳＫホーネッツ
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