
全国大会出場

クラブ名 大会名 結果 日時 場所

インディペンデンスリーグ全日本サッカーフェスティバル 1回戦敗退 11/30(土) 埼玉県

全日本大学サッカー選手権大会 1回戦敗退 12/8(水) 中台運動公園

ｽｹｰﾄ部(ｱｲｽﾎｯｹｰ) 日本学生氷上競技選手権大会 1回戦敗退 12/24(金)～12/29(水) 帯広の森アリーナ

全日本学生空手道選手権大会
男子個人形　　予選敗退
男子個人組手　2回戦敗退

7/3（土）～7/4（日） 姫路市立中央体育館

全日本大学空手道選手権大会 男子団体組手　1回戦敗退 11/21（日） 日本武道館

全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会(秋田県代表) 団体戦　　　　　 1回戦敗退 7/10(土) ジェイテクトアリーナ奈良

全日本女子学生剣道優勝大会 女子団体　　1回戦敗退 11/14(日) 春日井市総合体育館

全日本女子学生剣道選手権大会 女子　　　　3回戦敗退 12/4(日) 墨田区総合体育館

全日本学生柔道優勝大会 2回戦敗退 11/13(土)～11/14(日) 千葉ポートアリーナ

全日本学生柔道体重別選手権大会

60㎏級　　　1回戦敗退
66㎏級　　　3回戦敗退
73kg級　　　2回戦敗退
81㎏級　　　2回戦敗退
90㎏級　　　2回戦敗退
100kg超　　 2回戦敗退
100㎏超級　 1回戦敗退

11/25(木)～11/26(金) 千葉ポートアリーナ

全日本学生柔道体重別団体優勝大会 男子団体　　2回戦敗退 12/8(水)～12/9(木) ﾍﾞｲｺﾑ総合体育館

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
72㎏級　　　2回戦敗退
100㎏超級　 2回戦敗退

12/18(土)～12/19(日) 東京　講道館

スキー部 全日本学生スキー選手権大会 男子3部　　　　　　　　　2位 2/21(日)から2/25(金) 花輪スキー場

ｺﾞﾙﾌ部 日本学生ゴルフ選手権競技 予選敗退 8/24(火)～8/27(金) 愛知カンツリー倶楽部

女子ｻｯｶｰ部 全日本大学女子ｻｯｶｰ選手権大会 1回戦敗退 12/24(金) 三木防災公園

全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)
男子団体　　予選リーグ2位
　　　　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦敗退
女子団体　　予選リーグ敗退

7/1(木)～7/4(日) 島津アリーナ京都

全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　2回戦敗退
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　2回戦敗退
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1回戦敗退
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　2回戦敗退

10/28(木)～10/31(日) 所沢市民体育館

全日本学生選抜卓球選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　予選リーグ敗退
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　予選リーグ敗退

11/27(土) カメイアリーナ仙台

秩父宮-秩父宮賜杯第72回全日本学生バドミントン選手権大会
団体戦　　　1回戦敗退
ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　1回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　1回戦敗退

10/15(金)～10/21(木) ロートアリーナ奈良

全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1回戦敗退 11/13(土)～11/14(日) 郡山市総合体育館

女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 秩父宮-秩父宮賜杯第72回全日本学生バドミントン選手権大会 団体戦　　　1回戦敗退 10/15(金)～10/17(月) 桜井市芝運動公園総合体育館

全日本スキー選手権大会(スノーボード) ビッグエア　　6位 4/4(日)～4/11(日) 青森県

PSA ASIA Snowboard Pro Tour USTEER_presents_APEX_JAPAN CUP 個人　　　　　　　　　  5位 2/4(金)～2/5(土) 長野県　牧の入高原スノーパーク

ｻｯｶｰ部

卓球部

男子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部

空手部

剣道部

柔道部

X-SPORTS部



全道大会・東日本大会他

クラブ名 大会名 結果 日時 場所

北海道学生サッカーリーグ 1位 5/15(土)～11/7(日) ＳＳＡＰ　他

インディペンデンスリーグ 1位 7/3(土)～11/3(日) 各大学グラウンド　他

東日本学生フィギュアスケート選手権 5級女子フリー　　30位 10/16(土) ALSOK ぐんまアイスアリーナ

日本学生氷上競技選手権大会北海道予選会 1位 12/1(水)～12/7(火) 月寒体育館

野球部 札幌六大学野球秋季ﾘｰｸﾞ戦 5位(2勝6敗2分) 8/29(日)～9/28(火) 札幌円山球場、野幌総合運動公園

北海道地区大学セブンズラグビー大会 2勝3敗1分 7/25(日) 月寒ラグビー場

北海道地区大学ラグビーフットボール選手権大会 1位 10/3(日)～10/24(日) 小樽望洋台、月寒野外競技場

全国大学選手権東北・北海道代表決定戦 敗退 11/7(日) 月寒野外競技場

国民体育大会空手道競技北海道予選 男子組手重量級　1位 7/17(土) 北海道立総合体育センター

札幌市民大会空手道競技予選会
男子形　　　1位
男子組手　　1位

6月2日(日) 西区体育館

北海道学生空手道選手権大会(団体戦） 男子団体　　3位 9/11(土) 小樽市総合体育館

北海道学生空手道選手権大会（新人戦）
男子個人形　　1位
男子個人組手　2位
男子団体　　　3位

10/24(日) 北海道大学体育館

国民体育大会剣道競技選手権選考会
成年男子　　　3回戦敗退
成年女子　　　3位

6/27(日) 北海道立総合体育センター

北海道剣道選手権大会 4回戦敗退 9/11(土) 千年開基記念総合武道館

北海道学生剣道優勝大会
男子団体　　　1回戦敗退
女子団体　　　1位

10/3(日) 南区体育館

北海道学生剣道選手権大会

男子個人　　　4回戦敗退
男子団体　　　2位
女子個人　　　2位
女子団体　　　1位

11/3(水) 北海道教育大学岩見沢校

硬式庭球部 北海道学生テニストーナメント大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ4

4/12(金)～5/7(火) 各大学、平岸庭球場

北海道ｼﾞｭﾆｱ柔道体重別選手権大会

60kg級　　　3位
66kg級　  　2位
73kg級　  　1位
81kg級　　　3位
100kg級　　 3位
100kg超級　 1位

7/4(日) 千年開基記念総合武道館

国民体育大会柔道競技北海道予選会

60kg級　　　3位
90kg級　　　3位
90kg超級　　3位
無差別級　　3位

7/25(日) 千年開基記念総合武道館

全日本柔道選手権大会　北海道予選大会 個人　　　　ベスト8 3/6(日) 北海道立総合体育センター

大滝杯北海道大学男・女バレーボールリーグ春季大会 中止 4/17(土)～6/13(日) 東海大学札幌校舎　

菱村杯北海道大学男・女バレーボール選手権大会 3位 7/10(土)～7/12(月) 北翔大学、北ガスアリーナ札幌46

天皇杯・皇后杯　全日本バレーボール選手権大会北海道ラウンド 2回戦敗退 7/18(日) 北海道科学大学高校

大滝杯北海道大学男・女バレーボールリーグ春季大会 中止 4/17(土)～6/13(日) 東海大学札幌校舎、北翔大学

菱村杯北海道大学男・女バレーボール選手権大会 1勝2敗 7/10(土)～7/12(月) 北翔大学、北ガスアリーナ札幌46

天皇杯・皇后杯　全日本バレーボール選手権大会北海道ラウンド 2回戦敗退 7/17(土) 北海道科学大学高校

ゴルフ部 繁富杯・横山杯争奪学生ゴルフ選手権大会
男子　　　　　　4位
女子　　　　　　1位

7/3（土）～7/4（日） 札幌国際カントリークラブ

女子ｻｯｶｰ部 北海道女子サッカーリーグ 2位 6/26(土)～10/16(土) ＳＳＡＰ　他

春季北海道学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 男子団体戦　    全敗 5/6(木)～5/9(日) 旭川市花咲スポーツ公園

秋季北海道学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権 男子個別　　　　2回戦敗退 10/17(日) 稲積公園

会長杯争奪卓球大会

男子団体　　2位
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　2位
女子団体　　1位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1位

6/12(日)～6/19(土) 美香保体育館、厚別区体育館

国民体育大会卓球競技北海道予選会
男子1次選考ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　敗退
女子1次選考ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　敗退

7/31(土)) 北広島市

札幌卓球選手権大会兼北海道卓球選手権大会予選会

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ4

8/21(土)～8/29(日) 厚別区体育館、白石区体育館、美香保体育館

全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部）北海道予選

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　2位
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1位
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位

8/14(土)～8/15(日) 美香保体育館

秋季個人戦卓球大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1位

10/3(日) 西区体育館

北海道卓球選手権大会

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　4回戦敗退
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　3回戦敗退
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　5回戦敗退
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8

10/9(土)～10/10(日) 函館アリーナ

北海道秋季学生卓球選手権大会

男子団体戦        2位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　　3位
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　　2位
女子団体戦　　　　2位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　　ﾍﾞｽﾄ4
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　　2位

11/6(土)～11/7(日) 厚別区体育館

北海道新人学生選手権大会

男子団体戦        1位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　　3位
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　　ﾍﾞｽﾄ8
女子団体戦　　　　1位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　　2位
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　　1位

12/4(土)～12/5(日) 南区体育館

札幌市民スポーツ大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　　1位
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　　1位

12/12(日) 西区体育館

剣道部

ｻｯｶｰ部

男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部

空手道部

柔道部

卓球部

ｿﾌﾄﾃﾆｽ部

女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部

ｽｹｰﾄ部

ﾗｸﾞﾋﾞｰ部



北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ春季リーグ戦大会 1部ﾘｰｸﾞ　　　2位 4/26(月)～4/29(水) 野幌総合運動公園

国民体育大会バドミントン競技会北海道予選会
兼　北海道体育大会バドミントン競技会

ｼﾝｸﾞﾙｽ　     4位
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　     3回戦敗退

5/7(金)～5/9(日) 苫小牧市総合体育館

北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　 2位
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　 2位
ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ　 2位

7/3(土)～7/6(火) 小樽市総合体育館、北海道立総合体育センター

北海道バドミントン選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　 ﾍﾞｽﾄ8
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　 4回戦敗退

8/19(木)～8/21(土) 湿原の風アリーナ釧路

北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ秋季リーグ戦大会 1部ﾘｰｸﾞ　　　2位 12/8(水)～12/12(日) 野幌総合運動公園

北海道学生バドミントン会長杯争奪戦選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　     4回戦敗退
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　 4回戦敗退
ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ　 1位

11/4(木)～11/7(日) 深川市総合体育館

北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ春季リーグ戦大会 1部ﾘｰｸﾞ　　  2位 4/26(月)～4/29(水) 野幌総合運動公園

北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　     3回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　     3回戦敗退

7/3(土)～7/6(火) 小樽市総合体育館、北海道立総合体育センター

北海道バドミントン選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　 2回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　 3回戦敗退

8/19(木)～8/21(土) 湿原の風アリーナ釧路

北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ秋季リーグ戦大会 1部ﾘｰｸﾞ　　　2位 12/8(水)～12/12(日) 野幌総合運動公園

北海道学生バドミントン会長杯争奪戦選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　     4回戦敗退
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　 2回戦敗退
ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ　 1位

11/4(木)～11/7(日) 深川市総合体育館

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部

北海道学生ハンドボール春季リーグ戦 1部ﾘｰｸﾞ　　　3位 7/3(土)～7/24(土) 江別市民体育館、札幌国際大学

東日本学生ハンドボール選手権大会 予選リーグ敗退 8/10(火)～8/12(木) カメイアリーナ仙台、若林体育館

北海道学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ秋季ﾘｰｸﾞ戦 1部ﾘｰｸﾞ　　　3位 9/30(木)～10/3(日) 湿原の風アリーナ釧路

清瀬杯全日本大学選抜準硬式野球大会北海道地区予選 3回戦敗退 7/2(金)～7/5(月) 野幌総合運動公園

北海道地区大学準硬式野球春季大会 1回戦敗退 7/13(火) 円山球場

北海道地区大学準硬式野球秋季大会 2回戦敗退 9/11(土)～9/12(日) 野幌総合運動公園

全日本サマージャンプ朝日大会
男子　　　　　　　　　 39位
女子　　　　　　　　  　8位

7/22(木)～7/23(金) 士別市朝日三望台シャンツェ

鹿角サマージャンプ大会
男子　　　　　　　　　 36位
女子　　　　　　　　  　8位

10/8(金)～10/9(土) 花輪シャンツェ

UHB杯
男子　　　　　　　　　 51位
女子　　　　　　　　   15位

10/29(金)～10/30(土) 大倉山ジャンプ競技場

X-SPORTS部
 ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ
 ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ
 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ
  SX(ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾛｽ)
  HP(ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ)
  SS(ｽﾛｰﾌﾟｽﾀｲﾙ)

全日本スノーボードテクニカル選手権　北海道地区大会 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ男子　　　　 　　13位 2/6(日) ルスツリゾート

スキー部

準硬式野球部

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部

男子羽球部

女子羽球部


