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第28回大会 2016.2.20、21 優勝 東部レイダース（岩手県連盟） ＭＩＳＫＹ。（胆振支部）

一般の部：参加112チーム 2位 駒澤野球部ＯＢ（胆振支部） 室蘭工大南斗（胆振支部）

レディースの部：参加17チーム 3位 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） 湧別シェイカーズ（オホーツク支部）

ジュニア交流戦:参加7チーム ＡＳ・ＳＣ（胆振支部） 日高花子（日高地区）

来場者26,000人 　ジュニア交流戦　　優勝:虻田小学校Ａ、準優勝:壮小ファイア！

第27回大会 2015.2.28、3/1 優勝 でぃくさんズ神出（道央ブロック支部） ＭＩＳＫＹ。（胆振支部）

一般の部：参加126チーム 2位 駒澤野球部ＯＢ（胆振支部） 室蘭工大南斗（胆振支部）

レディースの部：参加21チーム 3位 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） Ｌ（道北支部）

来場者25,000人 ＡＳ・ＳＣ（胆振支部） あったかいんだからぁ（岩手県連盟）

第26回大会 2014.2.22、23 優勝 でぃくさんズ神出（道央ブロック支部） ＭＩＳＫＹ。（胆振支部）

一般の部：参加128チーム 2位 駒澤野球部ＯＢ（胆振支部） ホーネッツレディース（道央ブロック支部）

レディースの部：参加19チーム 3位 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） 迷酔亭～紅～（道央ブロック支部）

来場者25,000人 ＳＫＹＷＡＲＤ（道央ブロック支部） 湧別シェイカーズ（オホーツク支部）

第25回大会 2013.2.23、24 優勝 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） 湧別シェイカーズ（オホーツク支部）

一般の部：参加128チーム 2位 SATT（道央ブロック支部） デンジャラースガール（島根県連盟）

レディースの部：参加20チーム 3位 ＡＳ・ＳＣ（胆振支部） ＭＩＳＫＹ。（胆振支部）

来場者25,000人 駒澤野球部ＯＢ（胆振支部） 島根　二代目　桜ノ実（島根県連盟）

第24回大会 2012.2.25、26 優勝 ＡＳ．ＳＣ（胆振支部） 室蘭工大飛鳥（胆振支部）

一般の部：参加128チーム 2位 ＳＫＹＷＡＲＤ（道央ブロック支部) Ｌ（道北支部）

レディースの部：参加23チーム 3位 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） 木もれ陽Ｇｉｒｌｓ（島根県連盟）

来場者25,000人 JackBond$（道央ブロック支部） デンジャラースガール（島根県連盟）

第23回大会 2011.2.26、27 優勝 ＳＫＹＷＡＲＤ（道央ブロック支部 Ｌ（道北支部）

一般の部：参加128チーム 2位 ＡＳ．ＳＣ（胆振支部） 室蘭工大飛鳥（胆振支部）

レディースの部：参加24チーム 3位 あたり屋本舗（道央ブロック支部） ＮＥＸＣＯ東日本ＹＤ（道央ブロック支部）

来場者25,000人 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） 安田組（道央ブロック支部）

第22回大会 2010.2.27、28 優勝 あたり屋本舗（道央ブロック支部） シェイカーズ（オホーツク支部）

一般の部：参加128チーム 2位 ＡＳ．ＳＣ（胆振支部） Ｌ（道北支部）

レディースの部：参加24チーム 3位 ＳＫＹＷＡＲＤ（道央ブロック支部） 北広島ビーンズ（道央ブロック支部）

来場者25,000人 ＳＡＴＴ（道央ブロック支部） 室蘭工大飛鳥（胆振支部）

第21回大会 2009.2.21、22 優勝 あたり屋本舗（道央ブロック支部） ＮＥＸＣＯ東日本－娘（道央ブロック支部）

一般の部：参加128チーム 2位 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） シェイカーズ（オホーツク支部）

レディースの部：参加24チーム 3位 ＡＳ・ＳＣ（胆振支部） ＭＩＳＫＹ（胆振支部）

来場者22,000人 第Ｍ回優勝札幌チーム（道央ブロック支部） 北広島Ｂｅａｎｓ（道央ブロック支部）

昭和新山国際雪合戦　歴代戦績
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第20回大会　2008.2.23

一般の部：参加128チーム

レディースの部：参加27チーム

来場者15,000人

第19回大会 2007.2.24、25 優勝 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央支部） シェイカーズ(オホーツク支部)

一般の部：参加128チーム 2位 赤い彗星（広島県連盟） 日本都市レディース(オホーツク支部)

レディースの部：参加27チーム 3位 北桧山町役場(渡島桧山支部) 美異茄子(広島県連盟)

来場者25,000人 西部レイダース（岩手県連盟） 安田組(札幌市)

第18回大会 2006.2.25、26 優勝 SKY WARD (道央支部) シェイカーズ(オホーツク支部)

一般の部：参加128チーム 2位 第Ｎ回優勝札幌チーム（道央支部） 日本都市レディース(オホーツク支部)

レディースの部：参加24チーム 3位 金羽（道北支部） むろよーず (室蘭市)

来場者25,000人 SNOWBIRD(道北支部) ＭＩＳＫＹ(虻田町)

第17回大会 2005.2.26、27 優勝 SKY WARD (道央支部) シェイカーズ(オホーツク支部)

一般の部：参加154チーム 2位 SNOWBIRD (上川支部) ０(札幌市)

レディースの部：参加36チーム 3位 ちーむ　よししげ（道央支部） 余暇研Q(札幌市)

来場者27,000人 南部レイダース（岩手県連盟） GOGO´S冬女(札幌市)

第16回大会 2004.2.21、22 優勝 第Ｎ回優勝札幌チーム（札幌市） 応援卒業宣言レディズ（室蘭市）

一般の部：参加154チーム 2位 チーム和南原左衛門ズ（広島県） 標茶ソフト球倶楽部(標茶町）

レディースの部：参加36チーム 3位 ゆだホワイトベアーズ（岩手県） 和南原大奥物語(広島県)

来場者28,000人 西部レイダース （岩手県） ハイビー’S (壮瞥町 )

第15回大会 2003.2.22、23 優勝 ちーむよししげ（南幌町） シェイカーズ（湧別町）

一般の部：参加154チーム 2位 西部レイダーズ（岩手県） Angels（広島県）

レディースの部：参加36チーム 3位 第Ｎ回優勝札幌チーム（札幌市） スノークイーンズ（札幌市）

来場者28,000人 広島チーム’９６（広島県） 応援卒業宣言レディズ（室蘭市）

第14回大会 2002.2.23、24 優勝 ゆだホワイトベアーズ（岩手県） Angels（広島県）

一般の部：参加154チーム 2位 うえはら生花店（北広島市） シェイカーズ（湧別町）

レディースの部：参加36チーム 3位 チーム和南原左衛門ズ（広島県） スノークイーンズ（札幌市）

来場者27,000人 鉄英秦ぢ～’S（札幌市） 応援卒業宣言レディズ（室蘭市）

第13回大会 2001.2.24、25 優勝 うえはら生花店（北広島市） シェイカーズ（湧別町）

一般の部：参加154チーム 2位 日鋼バトルライナーズ（室蘭市） プチマウンテンズ（島根県）

レディースの部：参加36チーム 3位 全北大SFC余暇研X（札幌市） ゴールドチェリーズ（札幌市）

来場者26,000人 チーム和南原左衛門ズ（広島県） 応援卒業宣言レディズ（室蘭市）

2日目（準決勝リーグ、決勝トーナメント）の競技は、

強風による中止に伴い、入賞チームなし。
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第12回大会 2000.2.26、27 優勝 オロフレ百姓一気ーズ（壮瞥町） シェイカーズ（湧別町）

一般の部：参加154チーム 2位 西部レイダース（岩手県） あぶた倶楽部（虻田町）

レディースの部：参加36チーム 3位 うえはら生花店（北広島市） かぐや姫（北広島市）

来場者26,000人 広島チーム’96（広島県） ダルクレディース（石狩市）

第11回大会 1999.2.20、21 優勝 西部レイダース（岩手県） 日鋼スノーバンプ（室蘭市）

一般の部：参加155チーム 2位 日鋼バトルライナーズ（室蘭市） かぐや姫（北広島市）

レディースの部：参加30チーム 3位 しちてんばっきセピア（札幌市） 2年クレイジーホース（壮瞥町）

来場者26,000人 新潟工事水虫しもやけ（登別市） あぶた倶楽部（虻田町）

第10回大会 1998.2.28～3.1 優勝 日鋼バトルライナーズ（室蘭市） 1年クレージーホース（壮瞥町）

一般の部：参加154チーム 2位 北電電気温水器軍団（室蘭市） スノーバンプ（室蘭市）

レディースの部：参加36チーム 3位 日鋼スノーライナーズ（室蘭市） かぐや姫（北広島市）

来場者25,000人 荏原スノーブリザード（札幌市） おりがみの会（壮瞥町）

第９回大会 1997.2.22、23 優勝 日鋼スノーライナーズ（室蘭市） かぐや姫（北広島市）

一般の部：参加153チーム 2位 北電電気温水器軍団（室蘭市） おりがみの会（壮瞥町）

レディースの部：参加33チーム 3位 痛快寮生通り（旭川市） レディ ドンジュアン（砂川市）

来場者23,000人

第８回大会 1996.2.24、25 優勝 北電電気温水器軍団（室蘭市） かぐや姫（北広島市）

一般の部：参加156チーム 2位 日鋼バトルライナーズ（室蘭市） 復活！！鉄骨娘（壮瞥町）

レディースの部：参加33チーム 3位 オロフレ百姓一揆ーズ（壮瞥町） 日鋼スノーバンプ（室蘭市）

来場者22,000人 銭形平次（岩手県） 応援卒業レディズ（室蘭市）

第７回大会 1995.2.25、26 優勝 日石レーサー100（室蘭市） 復活！！鉄骨娘（壮瞥町）

一般の部：参加155チーム 2位 室蘭シャークス（室蘭市） かぐや姫（北広島市）

レディースの部：参加33チーム 3位 オロフレOB会（壮瞥町） 島松平和協力隊（恵庭市）

来場者20,000人 北電電気温水器軍団（室蘭市） 島松平和協力隊Jr（恵庭市）

第６回大会 1994.2.26、27 優勝 オロフレ百姓一揆ーズ（壮瞥町） 復活！！鉄骨娘（壮瞥町）

一般の部：参加168チーム 2位 スキーメビウス（端野町） 追分レディーズ（追分町）

レディースの部：参加30チーム 3位 北電電気温水器軍団（室蘭市） KYODOレディーズ（札幌市）

来場者19,000人

第５回大会 1993.2.27、28 優勝 日鋼バトルライナーズ（室蘭市） 島松平和協力隊（恵庭市）

一般の部：参加145チーム 2位 助宗鱈とその子供達（壮瞥町） 追分レディース倶楽部（追分町）

レディースの部：参加24チーム 3位 北海道エニコム軍団（室蘭市） 日鋼スノーバンプ（室蘭市）

来場者17,000人
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第４回大会 1992.2.22、23 優勝 北電電気温水器軍団（室蘭市） かぐや姫（北広島市）

一般の部：参加129チーム 2位 一寸法師（北広島市） 島松平和協力隊（恵庭市）

レディースの部：参加21チーム 3位 しちてんばっきセピア（札幌市） 追分レディース倶楽部（追分町）

来場者17,000人

第３回大会 1991.2.23、24 優勝 日石ダッシュレーサー100（室蘭市） 島松平和協力隊（恵庭市）

一般の部：参加156チーム 2位 一寸法師（北広島市） 鉄骨娘（壮瞥町）

レディースの部：参加15チーム 3位 ドンジュアンスポーツクラブ（砂川市） 洞爺湖ホールインワン（虻田町）

来場者16,000人

第２回大会 1990.2.24、25 優勝 北電電気温水器軍団（室蘭市） ───

一般の部：参加81チーム 2位 オロフレ百姓一揆ーズ（壮瞥町） ───

来場者10,000人 3位 HOKKAI室蘭会（室蘭市） ───

第１回大会 1989.2.25、26 優勝 北電電気温水器軍団（室蘭市） ───

一般の部：参加70チーム 2位 ポストマン（壮瞥町） ───

来場者7,000人 3位 新日鉄MBP（室蘭市） ───


