絆日本社会人ホッケー大会 王座決定戦・東西対抗戦・交流戦 歴代戦績
◇通算成績（2018年まで）
種別
男子 王座
第１レベル対抗・交流
第２レベル対抗・交流
マスターズ
女子 王座
男女総合成績

東北
１
*
*
*
３
４

関東
４
７
１２
３
１
２７

第１回
2000年

大阪市舞洲ホッケー場(実施2001年)
絆日本王座決定戦
優勝 表示灯
決勝 表示灯10-O京都ク
３決 白根ク2-1法友ク
準決勝 京都ク10-0法友ク
表示灯2-1白根ク

第２回
2001年

山梨学院甲府スタジアム（同2002年）
絆日本王座決定戦
優勝 表示灯
決勝 表示灯5-3小矢部ク
３決 白根ク3ー1飯能市役所
準決勝 小矢部ク5-3飯能市役所
表示灯3-1白根ク

第３回
2002年

滋賀県伊吹町ホッケー場（同2003年）
絆日本王座決定戦
優勝 表示灯
決勝 表示灯3-2小矢部ク
３決 飯能市役所3-0白根ク
準決勝 小矢部ク9-1白根ク
表示灯5-2飯能市役所

第４回
2003年

飯能市阿須ホッケー場（同2004年）
絆日本王座決定戦
優勝 飯能市役所
決勝 飯能市役所2-1島根ク
３決 小矢部ク1-0白銀ク
準決勝 島根ク2-2Ext1-0白根ク
飯能市役所5-1小矢部ク

東海
２
*
*
*
１
３

関西
１２
１１
７
５
０
３５

九州
０
*
*
*
０
０

回数
１９
１９
１９
６
５
６８

中止
０
１
１
０
０
２

両者優勝
０
０
１
２
０
３

備考

*参加なし

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 三菱化学・坂出（総得失点差による）
三田ク1-0三菱化学・坂出
三田ク0-3三菱化学・坂出
２部優勝 新潟CREA
岡山ク1-1新潟CREA
新潟CREA1-1 PSO1-0岡山ク
マスターズ優勝 両チーム優勝
関東選抜2-2関西選抜

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 三菱化学・坂出
三菱化学・坂出4-0新潟CREA
三菱化学・坂出2-1新潟CREA
２部優勝 天龍工業
天龍工業3-0飯能クラブ
天龍工業6-0飯能クラブ
マスターズ優勝 関西選抜
関西選抜4-0関東選抜

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 岡山ク
岡山ク5-2法政FAHC 岡山ク10-0法政FAHC
２部優勝 王子製紙
王子製紙2-0ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙｽｸ 王子製紙4-2ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙｽｸ
マスターズ優勝 関西選抜
関西選抜5-2関東選抜

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 天龍工業
天龍工業7-0三田ク 天龍工業5-O三田ク
２部優勝 SHINRYO皆野
SHINRYO皆野2-0二階堂ク
SHINRYO皆野2-0二階堂ク
マスターズ優勝 両チーム優勝
関西選抜3-3関東選抜

第５回
2004年

滋賀県伊吹ホッケースタジアム（同2005年）
絆日本王座決定戦
優勝 飯能市HC
決勝 飯能市HC6-0栃木ク
３決 福井ク3-4滋賀ク
準決勝 飯能市HC3-2福井ク
栃木ク1-0滋賀ク

第６回
2005年

山梨学院甲府スタジアム（同2006年）
絆日本王座決定戦
優勝 三菱化学・坂出
決勝 三菱化学・坂出3-0栃木ク
３決 京都ク4-2白根ク
準決勝 栃木ク4-1京都ク
三菱化学・坂出7-0白根ク

第７回
2006年

滋賀県伊吹ホッケースタジアム（同2007年）
絆日本王座決定戦
優勝 三菱化学・坂出
決勝 三菱化学・坂出10-1滋賀ク
３決 診療印刷3-0栃木ク
準決勝 滋賀ク3-0栃木ク
三菱化学・坂出4-1診療印刷

第８回
2007年

第９回
2008年

新潟城山運動公園（同2008年）
絆日本王座決定戦
優勝 三菱化学・坂出
決勝 三菱化学・坂出1-0栃木ク
３決 新湯CREA2-2PS(2-1)福井ク
準決勝 栃木ク3-2福井ク
三菱化学・坂出2-1新潟CREA

福井県立ホッケー場
絆日本王座決定戦
優勝 天龍工業
決勝 天龍工業3-1三菱化学・坂出
３決 新潟CREA2-1福井ク
５決 栃木ク3-2診療印刷
準決勝 三菱化学・坂出2-0福井ク
天龍工業2-1新潟CREA
１回戦 福井ク3-0栃木ク
天龍工業3-2診療印刷

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 天龍工業
SHINRYO3-4天龍工業 SHINRYO0-0天龍工業
２部優勝 MetroTokyoHC
MetoroTokyoHC5-1K&K MetoroTokyoHC1-1K&K
マスターズ優勝 関西選抜
関西選抜6-3関東選抜

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 MetoroTokyoHC
MetoroTokyoHC2-2京都ﾜｲﾙﾄﾞﾎﾞｱｰｽﾞ
MetoroTokyoHC1-0京都ﾜｲﾙﾄﾞﾎﾞｱｰｽﾞ
２部優勝 樹徳ク
樹徳ク9-0二階堂ク 樹徳ク3-0二階堂ク
マスターズ優勝
関東選抜 関東選抜2-1関西選抜

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 法政FAHC
法政FAHC3-Oｼｭﾗｲｸｽ大阪
法政FAHC1-1ｼｭﾗｲｸｽ大阪
２部優勝 長野ク（総得失点差による）
長野ク4-0SETS 長野ク0-2SETS
大阪市舞洲ホッケー場(同2008年)
絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 MetroTokyoHC（得失点差による）
MetroTokyoHC0-1箕島ク
MetroTokyoHC3-1箕島ク
２部優勝 長野ク
長野ク2-0山口KUGAク 長野クO-0山口KUGAク

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 京都ﾜｲﾙﾄﾞﾎﾞｱｰｽﾞ
京都ﾜｲﾙﾄﾞﾎﾞｱｰｽﾞ7-1飯能ク
２部優勝 広島山陽ク
広島山陽ク10-0大原ホッケーク

第10回
2009年

第11回
2010年

第12回
2011年

福井県越前町立ホッケー場
絆日本王座決定戦
優勝 三菱化学・坂出
決勝 三菱化学・坂出3-1福井ク
３決 新潟CREA2-0滋賀ク
５決 栃木ク3-2東京ガス
準決勝 三菱化学・坂出3-3PS4-4/3-2福井ク
新潟CREA3-3PS3-3/0-1福井ク
1回戦 栃木ク2-3滋賀ク
福井ク1-0東京ガス
朝日大学ホッケー場
絆日本王座決定戦
優勝 診療印刷
決勝 診療印刷1-1PS4-4/6-5新潟CREA
３決 三菱化学・坂出2-1栃木ク
５決 滋賀ク4-2福井ク
準決勝 三菱化学・坂出2-2PS2-3診療印刷
新潟CREA2-1栃木ク
１回戦 診療印刷2-1滋賀ク
福井ク2-6栃木ク
福井県越前町立ホッケー場
絆日本王座決定戦
優勝 福井ク
決勝 福井ク5-2三菱化学・坂出
３決 診療印刷3-2新潟CREA
５決 栃木ク4-2京都ク
準決勝 福井ク5-0新潟CREA
三菱化学・坂出3-0診療印刷
１回戦 新潟CREA6-1京都ク
三菱化学・坂出8-3栃木ク

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 京都ﾜｲﾙﾄﾞﾎﾞｱｰｽﾞ
京都ﾜｲﾙﾄﾞﾎﾞｱｰｽﾞ3-2法政FAHC
２部優勝 島根ク
島根ク2-0三菱倶楽部

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 箕島ホッケーク
箕島ホッケーク3-3PS3-1法政FAHC
２部優勝 日光ホッケーク
日光ホッケーク2-2PS4-2GENESIS

絆日本東西対抗戦・交流戦
１部優勝 箕島ホッケーク
箕島ホッケーク7-1飯能ホッケーク
２部優勝 三田ホッケーク、SETS
両チーム優勝（会場変更に伴う特例）

栃木県日光市ホッケー場 絆日本大会設置
東京大学駒場Gホッケー場
絆日本王座決定戦
絆日本東西対抗戦・交流戦
台風のため中止
優勝 福井ク
決勝 福井ク2-2SO1-2東北選抜
３決 MetoroTokyoHC1-0栃木ク
準決勝 福井ク5-1MetorTokyoHC
東北選抜2-1栃木ク
※男子東北リーグ選抜チームを招聘（2011年東日本大震災復興支援）
第13回
2012年

栃木県日光市ホッケー場
東京大学駒場Gホッケー場
絆日本王座決定戦
絆日本東西対抗戦・交流戦
レベル１優勝 飯能ホッケーク
男子優勝 福井ク
飯能ホッケーク4-2八頭ホッケーク
決勝 福井ク2-2SO3-1東北選抜
３決 栃木ク4-0MetroTokyoHC
レベル２優勝 群馬ク
準決勝 福井ク13-0MetroTokyoHC
群馬ク2-0篠山ブラックビーンズ
東北選抜2-1栃木ク
女子優勝 東北選抜
東北選抜3-1関東選抜
※男女東北選抜チームを招聘（2011年東日本大震災復興支援）
第14回
2013年

栃木県日光市ホッケー場
慶応大学ホッケー場
絆日本王座決定戦
絆日本東西対抗戦・交流戦
レベル１優勝 飯能ホッケーク
男子優勝 SHINRYO
飯能ク2-2SO5-4広島山陽ク
決勝 SHINRYO4-1岩手ク
３決 三菱化学・坂出4-2栃木ク
レベル２ 優勝 三田ホッケーク
準決勝 SHINRYO2-1三菱化学・坂出
三田ク2-0山口KUGAク
栃木ク2-2SO4-4/1-2岩手ク
女子優勝 関東選抜
関東選抜1-0lwate HC
※男女東北選抜チームを招聘（2011年東日本大震災復興支援）
第15回
2014年

栃木県日光市ホッケー場
大阪市舞洲ホッケー場
絆日本王座決定戦
絆日本東西対抗戦・交流戦
レベル１優勝 静岡ク
男子優勝 福島ク東北選抜
静岡ク4-2京都ク
決勝 福島ク東北選抜2-1新潟CREA
３決 東京ガス2-2SO2-1滋賀ク
レベル２優勝 東京大学学士ク
準決勝 新潟CREA5-3滋貿ク
東京大学学士ク6-2京都ﾜｲﾙﾄﾞﾎﾞｱｰｽﾞ
福島ク東北選出5-4東京ガス
女子優勝 Iwate HC東北選抜
Iwate HC東北選抜4-1関東選抜
※男女東北選抜チームを招聘（2011年東日本大震災復興支援）
第16回
2015年

栃木県日光市ホッケー場
慶応大学ホッケー場
絆日本王座決定戦
絆日本東西対抗戦・交流戦
レベル１優勝 飯能ホッケーク
男子優勝 三菱化学・坂出
飯能ホッケーク3-2岡山ク
決勝 三菱化学・坂出1-1SO3-2東北選抜
３決 東京ガス3-1SHINRYO.MINANO.H.C.
準決勝 SHINRYO.MINANO.H.C.2-4三菱化学・坂出 レベル２優勝 山口KUGAク
山口KUGAク3-1三田ク
東北選抜3-2東京ガス
女子 優勝 東北選抜(Iwate HC)
関東選抜3-3SO1-3東北選抜(Iwate HC)
※男女東北選抜チームを招聘（2011年東日本大震災復興支援）
第17回
2016年

朝日大学ホッケー場
絆日本王座決定戦
絆日本東西対抗戦・交流戦
レベル１優勝 天龍
優勝 岐阜朝日選抜
飯能ホッケーク1-5天龍
決勝 岐阜朝日選抜2-0東京ガス
３決 三菱ケミカル・坂出4-2伊万里ク
準決勝 三菱ケミカル・坂出0-0SO0-2岐阜朝日選抜 レベル２優勝 シュライクス大阪
日光ホッケーク1-2シュライクス大阪
東京ガス3-3SO4-1伊万里ク
※男子九州代表チームを招聘（社会人ホッケー振興重点地域に九州ブロックを指定）
女子大会は2018年に開催準備中
第18回
2017年

第19回
2019年

ブルーフィールド朝日（朝日大学）
絆日本王座決定戦
絆日本東西対抗戦・交流戦
レベル１優勝 伊吹クラブ
男子優勝 岐阜朝日クラブ
大原ホッケークラブ1-7伊吹クラブ
決勝 岐阜朝日ク3-1三菱ケミカル・坂出
３決 Metro Tokyo Hockey Club4-3伊万里ク
レベル２優勝 茨城HC
準決勝 Metro Tokyo Hockey Club0-7岐阜朝日ク
茨城HC3-1命友ホリーズ
三菱ケミカル・坂出3-1伊万里ク
女子優勝 ぎふ朝日レディース
決勝 ぎふ朝日レディース0-0SO3-3EX1-0鹿児島ク
３決 滋賀クラブ 4-0 三重クラブ
準決勝 ぎふ朝日レディース 1-0滋賀クラブ
三重クラブ2-5鹿児島クラブ(九州選抜)
※男女九州代表チームを招聘（社会人ホッケー振興重点地域に九州ブロックを指定）

