
（夏の）全日本ドッジボール選手権北海道予選（太字は全国大会出場）

回 年月日 会場 優勝 準優勝 第３位 第３位

第１回 平成3年7月26日 真駒内アイスアリーナ 元町サンダーボールズ ブラックウォーリヤーズ 真栄ビッグジョーズ 前小ドラゴンズ

第２回 平成4年7月19日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 前小ドラゴンズ 祝梅ゴッドファイターズ 末広サンバード

第３回 平成5年7月18日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 祝梅ゴッドファイターズ 滝川スナイパーズ 天沢スーパースターズ

第４回 平成6年7月17日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 対雁ゴリーズ 祝梅ゴッドファイターズ 若葉チアーズ

第５回 平成7年7月2日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 祝梅ゴッドファイターズ 豊幌ファイターズ 滝川ブレーブス

第６回 平成8年6月23日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 真栄ビッグジョーズ 祝梅ゴッドファイターズ 若葉チアーズ

第７回 平成9年6月28日 宮の沢屋内競技場 平岡キャイーンズ 白樺チアーズ 元町スーパーソニック いずみ野ピグモンズ

第８回 平成10年7月19日 真駒内アイスアリーナ 富丘ラブリーくまちゃんず レッドサンズ 若葉チアーズ 白樺チアーズ

第９回 平成11年6月20日 つどーむ 対雁Ｖブルーウィング ミラクルモンキーズ レッドサンズ トゥエルブキラービーズ

第１０回 平成12年7月16日 つどーむ ミラクルモンキーズ 真栄ビッグジョーズ いずみ野バトルピグモンズ 対雁Ｖブルートルネード

第１１回 平成13年7月1日 つどーむ ミラクルモンキーズ 真栄ビッグジョーズ 滝川Ｊ・ＢＯＹｓ トゥエルブキラービーズ

第１２回 平成14年7月7日 つどーむ スーパーダイヤモンズ 富丘ラブリーくまちゃんず いずみ野バトルピグモンズ プロジェクト☆Ｄ

第１３回 平成15年7月6日 つどーむ いずみ野バトルピグモンズ 札幌ディパーズ スーパーダイヤモンズ 対雁Ｖブルーウィング

第１４回 平成16年6月26日 つどーむ いずみ野バトルピグモンズ 東大麻レモンズ スーパーダイヤモンズ 祝梅ゴットファイターズ

第１５回 平成17年7月2日 つどーむ 札幌ディパーズ 東大麻レモンズ 江東ベルファスト いずみ野ピグモンズ

第１６回 平成18年7月2日 つどーむ 江東ベルファスト 札幌ディパーズ スーパーダイヤモンズ プロジェクト☆Ｄ

第１７回 平成19年7月1日 つどーむ 札幌ディパーズ 若葉チアーズ プロジェクト☆Ｄ DBCストリーム浦河

第１８回 平成20年6月29日 つどーむ 江東ベルファスト 札幌ディパーズ 対雁Ｖブルーウイング ドンマイあさひ

第１９回 平成21年7月4日 つどーむ 札幌ディパーズ 江東ベルファスト いずみ野バトルピグモンズ スーパーダイヤモンズ

第２０回 平成22年7月17日 つどーむ 元江別レッドソルジャー 江東ベルファスト 札幌ディパーズ 祝梅ゴットファイターズ

第２１回 平成23年7月16日 つどーむ 元江別レッド・ソルジャー 祝梅ゴッドファイターズ 対雁Ｖブルーウイング SHINANO DBC

第２２回 平成24年7月14日 つどーむ スーパーダイヤモンズ 対雁Ｖブルーウイング 元江別レッド・ソルジャー SHINANO DBC

第２３回 平成25年7月20日 つどーむ 元江別レッド・ソルジャー SHINANO DBC 祝梅ゴッドファイターズ 対雁Ｖブルーウイング

第２４回 平成26年6月29日 つどーむ 対雁Ｖブルーウイング 元江別レッド・ソルジャー ジョイフルパイレーツ 神風クレインズ

第２５回 平成27年6月14日 つどーむ JOYFUL PIRATES 江東ベルファスト 元江別レッド・ソルジャー ファイヤードラゴンズ豊平

第２６回 平成28年7月10日 つどーむ 対雁Ｖブルーウィング 神風クレインズ 元江別レッド・ソルジャー JOYFUL PIRATES

第２７回 平成29年7月9日 つどーむ 元江別レッド・ソルジャー 祝梅ゴッドファイターズ 対雁Ｖブルーウイング JOYFUL PIRATES

第２８回 平成30年7月15日 小樽市総合体育館 ＳＯＮＩＣ 対雁Ｖブルーウイング JOYFUL PIRATES 祝梅ゴッドファイターズ

第２９回 令和元年7月15日 北ガスアリーナ SHINANO DBC JOYFUL PIRATES 神風クレインズ 祝梅ゴッドファイターズ

令和2年

第３０回 令和3年7月17日 野幌総合運動公園 元江別レッド・ソルジャー SAPPORO☆HAPPINESS SHINANO DBC 江東ベルファスト

第31回 令和4年7月10日 野幌総合運動公園 SAPPORO☆HAPPINESS 江東ベルファスト SONIC

新型コロナウイルスのため中止



春の全国小学生ドッジボール選手権北海道ブロック大会（太字は全国大会出場）

回 年月日 会場 優勝 準優勝 第３位 第３位

第１回 平成4年3月15日 日本航空学園千歳校体育館 元町サンダーボールズ フレンズ桜っ子 KASHIWAヴィクトリーズ 旭ファイヤードラゴンズ

第２回 平成5年3月7日 宮の沢屋内競技場 元町サンダーボールズ 前小ドラゴンズ 祝梅ゴッドファイターズ 西岡ボルテージ

第３回 平成6年3月6日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 前小ドラゴンズ 祝梅ゴッドファイターズ ジャストミート八軒Ａ

第４回 平成7年3月5日 野幌総合体育館 祝梅ゴッドファイターズ 元町サンダーボールズ 旭川ボンバーズ 若葉チアーズ

第５回 平成8年3月3日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 豊幌ファイターズ ＤＯＮＭＡＩ・ＡＳＡＨＩ 新町ドジャース

第６回 平成9年3月2日 野幌総合体育館 元町サンダーボールズ 富丘ラブリーくまちゃんず 若葉チアーズ 豊幌フェニックス

第７回 平成10年3月1日 野幌総合体育館 元町スーパーソニック 真栄ビッグジョーズ 若葉チアーズ レッドサンズ

第８回 平成11年2月28日 つどーむ レッドサンズ 真栄ビッグジョーズ いずみ野バトルピグモンズ 祝梅ゴッドファイターズJr

第９回 平成12年3月5日 つどーむ 対雁Ｖブルーウィング ミラクルモンキーズ レッドサンズ 真栄ビッグジョーズ

第１０回 平成13年3月4日 きたえーる スーパーダイヤモンズ バトルピグモンズ 真栄ビッグジョーズ 対雁Ｖブルーウィング

第１１回 平成14年3月3日 きたえーる ミラクルモンキーズ バトルピグモンズ 真栄ビッグジョーズ 東大麻レモンズ

第１２回 平成15年3月2日 きたえーる バトルピグモンズ 豊幌ファイターズ 祝梅ゴッドファイターズ 札幌ビッグディパーズ

第１３回 平成16年2月29日 きたえーる 札幌ディパーズ グリーン☆ジェッターズ いずみ野バトルピグモンズ 対雁Ｖブルーウィング

第１４回 平成17年3月13日 つどーむ いずみ野バトルピグモンズ スーパーダイヤモンズ 札幌ディパーズ トゥエルブキラービーズ

第１５回 平成18年3月4日 恵庭市総合体育館 江東ベルファスト 札幌ディパーズ スーパーダイヤモンズ いずみ野ピグモンズ

第１６回 平成19年3月4日 つどーむ 江東ベルファスト スーパーダイヤモンズ 札幌ディパーズ プロジェクト☆Ｄ

第１７回 平成20年3月2日 きたえーる 札幌ディパーズ スーパーダイヤモンズ 祝梅ゴットファイターズ 江東ベルファスト

第１８回 平成21年3月8日 きたえーる ＳＨＩＮＡＮＯ　ＤＢＣ 江東ベルファスト 対雁Ｖブルーウイング ドンマイあさひ

第１９回 平成22年2月14日 きたえーる いずみ野バトルピグモンズ ＳＨＩＮＡＮＯ　ＤＢＣ 対雁Ｖブルーウイング プロジェクト☆Ｄ

第２０回 平成23年3月6日 きたえーる 元江別レッド・ソルジャー 札幌ディパーズ 祝梅ゴッドファイターズ 江東ベルファスト

第２１回 平成24年3月4日 きたえーる 対雁Ｖブルーウイング 大角ボーイズ ＳＨＩＮＡＮＯ　ＤＢＣ 元江別レッド・ソルジャー

第２２回 平成25年3月3日 きたえーる 元江別レッド・ソルジャー 対雁Ｖブルーウイング ＳＨＩＮＡＮＯ　ＤＢＣ 知内ニラパワーズ

第２３回 平成26年2月23日 きたえーる ＳＨＩＮＡＮＯ　ＤＢＣ JOYFUL PIRATES 富良野へそアタッカーズＡ スーパーベルズ

第２４回 平成27年2月22日 恵庭市総合体育館 対雁Ｖブルーウイング 元江別レッド・ソルジャー JOYFUL PIRATES 富良野へそアタッカーズＡ

第２５回 平成28年2月7日 恵庭市総合体育館 元江別レッド・ソルジャー SHINANO DBC SONIC JOYFUL PIRATES

第２６回 平成29年2月26日 岩見沢市総合体育館 対雁Ｖブルーウイング 元江別レッド・ソルジャー 神風クレインズ JOYFUL PIRATES

第２７回 平成30年2月25日 野幌総合運動公園 元江別レッド・ソルジャー 神風クレインズ 対雁Ｖブルーウイング JOYFUL PIRATES

第２８回 平成31年3月3日 野幌総合運動公園 元江別レッド・ソルジャー 神風クレインズ 対雁Ｖブルーウイング 祝梅ゴッドファイターズ

第２９回 令和2年3月1日

第３０回 令和3年2月11日 野幌総合体育館 SAPPORO☆HAPINESS 祝梅ゴッドファイターズ SHINANO DBC 元江別レッド・ソルジャー(第4位)

第３１回 令和4年2月23日 野幌総合体育館 元江別レッド・ソルジャー SHINANO DBC 江東ベルファスト SAPPORO☆HAPINESS

第３２回 令和5年1月21日 野幌総合体育館 元江別レッド・ソルジャー 江東ベルファスト SHINANO DBC 神風クレインズ

新型コロナウイルスのため中止


