
クラブ名 大会名 結果 日時 場所

ｻｯｶｰ部 第40回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 1回戦敗退 8/6(土)～8/14(日) 西京極総合運動公園陸上競技場

ｽｹｰﾄ部 第89回日本学生氷上競技選手権大会
ｱｲｽﾎｯｹｰ		1回戦敗退
ﾌｨｷﾞｭｱ	　予選31位敗退

1/5(木)～1/9(月) 沼ノ端スケートセンター

男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 第68回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 2回戦敗退 11/21(月）～11/27（日）国立代々木競技場、大田区体育館

女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 第68回全日本大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 1回戦敗退 11/21(月）～11/27（日）大田区体育館

ﾗｸﾞﾋﾞｰ部 全国地区対抗大学ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会 2回戦敗退 1/2(木)～1/4(土) 瑞穂ラグビー場

第64回全日本学生剣道選手権大会 男子個人　　2回戦敗退 7/2(土)～7/3(日) 日本武道館

第64回全日本学生剣道優勝大会 男子団体　　1回戦敗退 10/9(日) エディオンアリーナ大阪

第34回全日本女子学生剣道優勝大会 女子団体　　1回戦敗退 11/13(日) 春日井市総合体育館

第11回全日本学生オープン大会
男子決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　1回戦敗退
女子予選リーグ　敗退

12/17(土)～12/18(日) 千歳市開基記念総合武道館

平成28年度全日本学生ﾃﾆｽ選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1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　1回戦敗退

8/14(日)～8/20(土) 岐阜ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ

平成28年度全日本学生室内テニス選手権大会
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1回戦敗退
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1回戦敗退

11/27(日)～11/30(水) 江坂テニスセンター

平成28年度全日本学生柔道優勝大会（男子第65回） 1回戦敗退 6/25(土)～6/26(日) 日本武道館

平成28年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 66kg級　　　1回戦敗退 9/10(土)～9/11(日) 埼玉県立武道場

平成28年度全日本学生柔道体重別選手権大会

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

10/1(土)～10/2(日) 日本武道館

平成28年度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 10/29(土)～10/30(日) ﾍﾞｲｺﾑ総合体育館

男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部 第69回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 1回戦敗退 11/29(日) 天白スポーツセンター

天皇賜杯第85回日本学生陸上競技対校選手権大会

男子200m　		　準決勝敗退
※北海道学生記録樹立
男子400m　	　	予選敗退
男子4×400mR　予選敗退
※北海道記録樹立
※北海道学生記録樹立
男子ﾊﾝﾏｰ投　　予選敗退
女子円盤投　　予選敗退

9/2(金)～9/4(日) 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

第100回日本陸上競技選手権リレー競技大会
男子4×400ｍ　予選4位敗退
※北海道記録樹立
※北海道学生記録樹立

10/29(土) 神奈川　日産スタジアム

ｺﾞﾙﾌ部 第70回日本学生ｺﾞﾙﾌ選手権競技 本戦　　　　　44位 8/23(火)～8/26(金) 鳴尾ゴルフクラブ

女子ｻｯｶｰ部 第25回全日本大学女子ｻｯｶｰ選手権大会 1回戦敗退 12/24(土) 三木防災公園

卓球部 第83回全日本大学総合卓球選手権大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1回戦敗退 10/27(木)～10/30(日) 長野市真島総合スポーツアリーナ

男女ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 第4回全日本学生バドミントンミックスダブルス選手権大会 2回戦敗退 8/15(月)～8/6(火) 太田区総合体育館

女子ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部 秩父宮・秩父宮妃杯争奪第67回全日本学生バドミントン選手権大会 女子団体　2回戦敗退 10/14(金)～10/16(日) 千葉公園体育館

弓道部 第64回全日本学生弓道選手権大会

男子団体　予選敗退
男子個人　2回戦敗退
男子遠的　予選敗退
女子団体　予選敗退

8/8(月)～13(土) 日本武道館、首都大学東京グラウンド

準硬式野球部 第68回全日本大学準硬式野球選手権大会 1回戦敗退 8/19(金)～8/21(日) 仙台市民球場

外局所属団体　活動及び大会結果（各団体より報告があったもの）

クラブ名 大会名 結果 日時 場所

第61回全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会 金賞 8月9日（火） 札幌コンサートホールKiｔara

第61回北海道吹奏楽コンクール 銀賞 9月4日（日） 札幌コンサートホールKiｔara

第36回定期演奏会 12月4日（日） 札幌コンサートホールKiｔara

チアリーディング部 第27回北海道チアリーディング選手権 2位 6月26日（日） 千歳市スポーツセンター

硬式庭球部

柔道部

陸上競技部

全国大会出場（各団体より報告があったもの）

剣道部

吹奏楽団



クラブ名 大会名 結果 日時 場所

第40回総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ北海道大会 1位 5/21(土)～5/29(日) 浜厚真野原公園、苫小牧駒澤大学、厚別競技場

第35回北海道学生ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ 2位 5/14(土)～10/29(土) 道内各大学、グラウンド

第57回札幌市民体育大会ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会 2回戦敗退 7/23(土) 星置スケート場、月寒体育館

第17回大学アイスホッケー交流戦セカンドステージ 10位 9/7(水)～9/11(日) 苫小牧

第10回東日本学生ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ選手権大会 5位 10/15(土)～10/16(日) 東大和スケート場(東京都)

2016東北・北海道ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ選手権大会 5位 10/8(土)～10/10(月) テクノルアイスパーク(青森)

第42回東日本フィギュアスケート選手権大会 12位 11/4(金)～11/6(日) 東伏見アイスアリーナ

第14回北海道学生ｱｲｽﾎｯｹｰﾘｰｸﾞ 2位 10/29(土)～11/12(土)
月寒体育館帯、広の森アイスアリー
ナ、星置スケート場

平成28年度会長杯兼国体札幌選抜選考会 2位 5/15(日)～5/29(日) 手稲区体育館

第66回北海道大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季選手権大会 1位 6/3(金)～6/5(日) 北海道立北見体育センター

第68回北海道民ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 2回戦敗退 7/16(土)～7/18(日) 小樽市総合体育館

第68回北海道大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 1位 9/24(土)～10/23(日) 各大学

第71回北海道ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ総合選手権大会
兼男子第92回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ全日本総合選手権大会北海道予選会

2位 11/5(土)～11/6(日) 千歳市スポーツセンター

平成28年度会長杯兼国体札幌選抜選考会 3回戦敗退 5/15(日)～5/29(日) 手稲区体育館

第66回北海道大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ春季選手権大会 2位 6/3(金)～6/5(日) 北海道立北見体育センター

第68回北海道民ﾊﾞｽｹｯﾄｰﾎﾞｰﾙ大会 2位 7/16(土)～7/18(日) 小樽市総合体育館

第61回北海道大学ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 2位 9/24(土)～10/23(日) 各大学

第71回北海道ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ総合選手権大会
兼女子第92回ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ全日本総合選手権大会北海道予選会

2回戦敗退 11/5(土)～11/6(日) 千歳市総合体育センター、白石区体育館

平成28年度札幌学生野球春季ﾘｰｸﾞ戦 3位(5勝5敗) 5/1(日)～5/28(土) 札幌円山球場

札幌学生野球連盟春季ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦 準決勝敗退 6/18(土)～6/26(日) 各大学

平成28年度札幌六大学野球秋季ﾘｰｸﾞ戦 3位(6勝4敗) 8/23(火)～9/27(火) 札幌円山球場、札幌麻生球場、札幌ﾄﾞｰﾑ

平成28年度札幌学生野球連盟新人戦トーナメント戦 3回戦敗退 10/8(土)～10/15(土) 各大学グラウンド

第46回北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会 2位 7/2(日)～7/10(日) 定山渓グラウンド

平成28年度北海道地区大学ラグビーフットボール選手権大会 2位 9/11(日)～10/16(日) 野幌運動公園グランド、月寒野外競技場

第45回北海道空手道選手権大会(個人戦）
男子個人　　1回戦敗退
女子個人　　2回戦敗退

9/28(日) 北海道立総合体育センター

第34回豊平区空手道選手権大会
男子　　　　優勝
女子　　　　3位

7/18(日) 豊平区体育館

第60回全日本学生空手道選手権大会北海道予選
男子団体　　1回戦敗退
女子団体　　1回戦敗退

9/3(土) 北海道大学

第47回北海道学生空手道選手権大会（新人戦）
男子個人戦　ベスト16
男子団体戦　1回戦敗退

11/27(日) 酪農学園大学

第62回北海道段別選手権大会
兼第31回北海道女子段別選手権大会　豊平予選会

男子個人　　2回戦敗退
女子個人　　2回戦敗退

5/7(土) 札幌商工会議所付属専門学校

第62回北海道学生剣道選手権大会
兼第43回北海道女子学生剣道選手権大会

男子個人戦　ﾍﾞｽﾄ16
女子個人戦　3回戦敗退

5/8(日) 北海道教育大学岩見沢校

第62回北海道段別選手権大会
兼第31回北海道女子段別選手権大会

男子4段の部　3回戦敗退
女子4段の部　1回戦敗退

6/12(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

第64回北海道学生剣道優勝大会
兼第42回北海道女子学生剣道優勝大会

男子団体戦　3位
女子団体戦　1位

9/19(月) 北海道大学体育館

第54回北海道学生剣道新人戦大会
第33回北海道女子学生剣道新人戦大会

男子団体　　ﾍﾞｽﾄ8
男子個人　　ﾍﾞｽﾄ8
女子団体　　1回戦敗退
女子個人　　ﾍﾞｽﾄ8

10/30(日) 北海道大学第1体育館

平成28年度全日本学生テニス選手権大会北海道地区予選
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4
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　優勝
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　優勝

4/14(木)～5/8(日) 稲積公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

平成28年度全日本大学対抗ﾃﾆｽ王座決定試合北海道予選 2部ﾘｰｸﾞ　1位 6/4(土)～6/18(土) 札幌大学テニスコート

平成28年度北海道学生テニス新進戦
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1位
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位

8/12(金)～8/26(金) 各大学テニスコート

平成28年度全日本学生室内テニス選手権大会北海道予選
北海道学生ﾃﾆｽ選手権大会

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　3回戦敗退
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　準決勝敗退
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1位
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位

9/12(月)～9/20(火) モエレ沼公園テニスコート

全道大会・東日本大会他（各団体より報告があったもの）

空手道部

ﾗｸﾞﾋﾞｰ部

ｻｯｶｰ部

野球部

女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部

男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部

ｽｹｰﾄ部

硬式庭球部

剣道部



平成28年度北海道学生選抜室内ﾃﾆｽ選手権大会
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　2位
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　2回戦敗退
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1位

10/27(木)～10/30(日) 野幌総合運動公園

平成28年度北海道学生柔道優勝大会 男子団体2位 5/21(土) 北海道立総合体育ｾﾝﾀｰ

平成28年度札幌ジュニア柔道体重別選手権大会

55kg級　　　3位
69kg級　　　2位
66kg級　		　1位
73kg級　		　3位
90kg級　　　2位
100kg級　　	2位

6/4(土) 道立総合体育センターサブアリーナ

第48回全北海道ｼﾞｭﾆｱ柔道体重別選手権大会

55kg級　　		3位
60kg級　　		2位
66kg級　				1位
73kg級　				2位
81kg級　				2位
90kg級　				2位
100kg超級　	3位

7/10(日) 道立総合体育センターメインアリーナ

第71回国民体育大会柔道競技北海道予選会
60kg以下　　2位
73kg以下　		2位
90kg以下　　1位

7/17(日) 千歳市開基記念総合武道館柔道場

平成28年度北海道学生柔道体重別選手権大会
平成28年度北海道学生柔道体重別団体優勝大会

個人戦　		60kg級　1位
　　　　		66kg級　1位
　　　　　73kg級　2位
　　　　		81kg級　1位
　　　　　90kg級　1位
							　100kg級　3位
　　　	100kg超級　1位
団体戦　	　							2位

8/28(土)～8/29(日) 千歳市開基記念総合武道館柔道場

第13回湊谷杯全国学生柔道体重別選手権大会
Ａ　73kg級　　　2位
　　100kg級　　	3位

11/20(日) 松任総合運動公園柔道場

平成28年度北海道学生柔道新人大会 男子有段の部　		2位 11/27(日) 千歳市開基記念総合武道館柔道場

平成28年度第49回大滝杯北海道大学男･女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ春季大会 1部ﾘｰｸﾞ　3位 5/1(日)～5/28(土) 各大学

2016年度第35回東日本大学ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 2回戦敗退 6/23(木)～6/26(日) 墨田区総合体育館

平成28年度第43回原崎杯北海道大学男･女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ秋季大会 2位 9/17(土)～10/22(土)
教育大学岩見沢校、北翔大学、東海
大学

平成28年度第67回北海道大学男･女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 準決勝敗退 11/19(土)～11/20(日) 北海道大学

平成28年度第49回大滝杯北海道大学男･女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ春季大会 1部ﾘｰｸﾞ　3位 5/1(日)～5/28(土) 東海大学札幌　他

2016年度第35回東日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 3回戦敗退 6/23(木)～6/26(日) 大田区総合体育館

平成28年度天皇杯･皇后杯全日本ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会北海道ﾗｳﾝﾄﾞ 3位 7/16（土）～7/17（日） 北海道科学大学

平成28年度第43回原崎杯北海道大学男･女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ秋季大会 3位 9/17(土)～10/22(土) 各大学

平成28年度第67回北海道大学男･女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会 準決勝敗退 11/19(土)～11/20(日) 武蔵女子短期大学、北海道大学

北海道学連競技会第1戦

男子100m　	　　	2組1位
男子200m　	　　	2位
男子400mh　　　	1組1位
男子4×400mR	　	2位
男子円盤投　　　3位
男子ﾊﾝﾏｰ投　　　1位
女子円盤投　　　1位
女子ﾊﾝﾏｰ投　　　3位

4/23(土) 千歳市青葉陸上競技場

北海道学連競技会第2戦

男子100m　	　　	2位
男子200m　	　　	1位
男子400m　　　　1位
男子110mh　　　	3位
男子400mh　　　	2位
男子4×100mR　　1位
男子4×400mR	　	1位
男子砲丸投　　　1位
男子円盤投　　　1位
男子ﾊﾝﾏｰ投　　　1位
男子やり投　　　1位
女子砲丸投　　　1位
女子円盤投　　　1位
女子ﾊﾝﾏｰ投　　　3位

5/1(日) 円山公園陸上競技場

第68回北海道学生陸上競技対校選手権大会

男子100m　	　　	2位
男子200m　	　　	1位
男子400m　	　　	1位
男子400mH		　　	2位
男子4×100mR				2位
男子4×400mR	　	2位
男子砲丸投　　　3位
男子円盤投　　　2位
男子ハンマー投　1位
男子やり投　　　2位
女子円盤投　　		1位
女子ハンマー投　3位

5/20(金)～5/22(日) 厚別公園陸上競技場

北日本学生陸上競技対校選手権大会

男子4×400mR				1位
男子円盤投　　　2位
男子ハンマー投　3位
女子円盤投　　　1位

7/2(土)～7/3(日) 厚別公園陸上競技場

第29回南部忠平記念陸上競技大会 男子400ｍ　　　	1位 7/10(日) 厚別公園陸上競技場

第89回北海道陸上競技選手権大会

男子4×400mR　　1位
男子ﾊﾝﾏｰ投　　1位
男子円盤投　　3位
女子円盤投　　2位

7/16(土)～7/17(日) 釧路市民陸上競技場

第71回国民体育大会陸上競技大会北海道選手選考会
男子やり投　　　1位
男子円盤投	　　	3位
女子やり投　　　1位

8/13(土)～8/14(日) 厚別公園陸上競技場

陸上競技部

柔道部

男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部

女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部

硬式庭球部



第45回北海道学生陸上競技選手権大会

男子100m　　　　3位
男子200m　　　　2位
男子400m　　　　2位
男子110mh　　　	1位
男子4×100mR　　1位
男子砲丸投　　　2位
男子円盤投　　　1位
男子ﾊﾝﾏｰ投　　　1位
男子やり投　　　1位
女子円盤投　　　1位
女子ﾊﾝﾏｰ投　　　2位
女子七種競技　　1位

9/17(土)～9/18(日) 円山公園陸上競技場

第81回札幌陸上競技選手権大会

男子400m　　　　1位
男子110mh　　　	1位
男子400mh　　　	3位
男子走幅跳　　　2位
男子砲丸投　　　2位
男子円盤投　　　1位
男子ﾊﾝﾏｰ投　　　2位
男子やり投　　　3位
女子円盤投　　　1位
女子やり投　　　3位

9/24(土)～9/25(日) 厚別公園陸上競技場

平成28年度第11回北海道女子サッカーリーグ 1位 5/8(日)～9/4(日)
野原公園、室蘭入江運動公園、ＳＳ
ＡＰ、東山公園競技場

平成28年度道新旗第36回全道女子ｻｯｶｰ選手権大会
兼第38回皇后杯全日本女子ｻｯｶｰ選手権大会北海道予選

準決勝敗退 9/18(日)～9/24(土)
稚内市富士見球技場、稚内市青葉台
球技場

第48回春季北海道学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 個人戦　				2回戦敗退 5/13(金)～5/15(日) 旭川市花咲ｽﾎﾟｰﾂ公園テニスコート

第48回秋季北海道大学対校リーグ戦
第68回秋季北海道学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ選手権

男子団体　　3部3位
個人戦　　　雨天中止

8/19(金)～8/21(日) 北見市東陵公園テニスコート

第39回北海道学生ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人大会
男子団体　　1回戦敗退
男子個人　　1回戦敗退
女子個人　　1回戦敗退

9/24(土)～9/25(日) 円山庭球場

第57回北海道学生ｿﾌﾄﾃﾆｽｲﾝﾄﾞｱ選手権大会
男子個人戦　2回戦敗退
女子個人戦　2回戦敗退

11/11(金)～11/13(日) 野幌総合運動公園体育館

春季加盟団リーグ戦 男子団体　　3位 4/9(土)～4/10(日) 厚別区体育館

北海道春季学生卓球選手権大会
男子団体　　5位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　3位
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　4回戦敗退

4/23(土)～4/24(日) 美唄市総合体育館

平成28年度国民体育大会卓球競技札幌予選 全道出場権獲得1人 5/15(日) 中央体育館

第86回全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部）北海道予選
兼第49回会長杯争奪卓球選手権大会

男子団体　　4位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　4回戦敗退
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　準々決勝敗退

5/21(土)～5/22(日) 美唄市総合体育館

第71回国民体育大会卓球競技北海道予選会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　3回戦敗退 6/10(金)～6/12(日) 室蘭市体育館

札幌市民大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　2位 7/18(月) 美香保体育館

第83回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　ﾍﾞｽﾄ4
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8

8/25(木)～8/26(金) 北海道大学体育館

札幌卓球選手権大会兼北海道卓球選手権大会予選会ｼﾝｸﾞﾙｽの部 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ8 9/11(日) 中央体育館

平成28年度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　2回戦敗退
混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　4回戦敗退

10/8(土)～10/10(月) 旭川市総合体育館

平成28年度秋季個人戦卓球大会 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　1位 10/29(土)～10/30(日) 白石区体育館、中央区体育館

平成28年度秋季加盟団卓球ﾘｰｸﾞ戦 ２勝１敗 11/6(日) 北区体育館

平成28年度北海道秋季学生卓球選手権大会
男子団体　　3位
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8

11/12(土)～11/13(日) 美唄市総合体育館

平成28年度北海道新人学生選手権大会

団体戦
決勝トーナメント　1回戦敗退
男子ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　　優勝
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　　3位

12/3(土)～12/4(日) 中央体育館

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　　5位
入替戦　　	1部残留 4/26(火)～4/30(土) 野幌総合運動公園

第65回北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　　　5回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　　4回戦敗退
ﾐｯｸｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ　2位

5/26(木)～5/29(日) 岩見沢市総合体育館

第59回東日本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

9/8(木)～9/15(木) 北海きたえーる

第58回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　　5位
入替戦　　	2部降格

9/21(水)～9/25(日) 道立野幌運動公園総合体育館

第63回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A　				4回戦敗退
ｼﾝｸﾞﾙｽB　				5回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽA　				3回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽB　				3回戦敗退

10/29(土)～11/1(火) 旭川市総合体育館

第47回北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ新人戦大会
団体　　　3回戦敗退
ｼﾝｸﾞﾙｽ　　3回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　　4回戦敗退

12/1(木)～12/4(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(火)～4/30(土) 野幌総合運動公園

第71回国民体育大会バドミントン競技会北海道予選会
兼　平成28年度北海道体育大会バドミントン競技会

ｼﾝｸﾞﾙｽ　1回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　2回戦敗退

5/13(金)～5/15(日) 湿原の風アリーナ釧路

第65回北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
ｼﾝｸﾞﾙｽ　4回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　3回戦敗退

5/26(木)～5/29(日) 岩見沢市総合体育館

第59回東日本学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ選手権大会
団体　　1回戦敗退
ｼﾝｸﾞﾙｽ　3回戦敗退
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　3回戦敗退

9/8(木)～9/15(木) 北海きたえーる

男子羽球部

陸上競技部

女子ｻｯｶｰ部

ｿﾌﾄﾃﾆｽ部

女子羽球部

卓球部



第58回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 9/21(水)～9/25(日) 道立野幌運動公園総合体育館

第63回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A　				4位
ｼﾝｸﾞﾙｽB　		　3回戦敗退
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽA		3回戦敗退

10/29(土)～11/1(火) 旭川市総合体育館

第47回北海道学生ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ新人戦大会
団体　　2位
ｼﾝｸﾞﾙｽ　2位
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ　1位

12/1(木)～12/4(日) 深川市総合体育館

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部 秋季リーグ戦
6位
入替戦勝利1部残留

8/28(日)～10/30(日) 円山競技場、各大学

平成28年度第42回北海道学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ春季ﾘｰｸﾞ戦
2部ﾘｰｸﾞ　1位
入替戦　	勝利

5/18(水)～5/22(日)
6/5(日)

江別市民体育館、野幌総合運動公園
函館アリーナ

平成28年度第48回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　4位 10/3(月)～10/6(木) 函館アリーナ

第64回全日本学生弓道選手権大会個人予選 予選通過　1名 6/19(日) 札幌大学

第62回全道学生弓道選手権大会
男子個人　決勝敗退
男子団体　予選敗退
女子団体　決勝敗退

7/2(土)～7/3(日) 北海道立総合体育ｾﾝﾀｰ弓道場

第62回全道学生弓道争覇戦

男子3部　	優勝
入替戦　		敗退	3部残留
女子3部　	2位
入替戦　		敗退	3部残留

10/15(土)～10/16(日)
10/22(土)～10/23(日)

農試公園屋内広場ﾂｲﾝｷｬｯﾌﾟ
北海道立総合体育センター

第48回全道学生弓道新人戦 60射25中 11/6(日) 帯広の森弓道場

札幌弓道連盟納射会 入賞なし 12/18(日) 中央体育館

北海道地区大学準硬式野球選手権 1部ﾘｰｸﾞ		1位 6/15(水)～6/21(火) 札幌円山球場、野幌総合運動公園軟式野球上

平成28年度北海道地区大学準硬式野球秋季大会 優勝 9/11(日)～9/12(月) 野幌総合運動公園野球場

少林寺拳法第47回北海道学生大会

＊自由単独演武
男子弐段以上の部　予選敗退
男子級券士の部　　1位
＊自由組演武
男子級拳士の部　　本選出場

7/17(日) 北海道大学

少林寺拳法第45回北海道学生新人大会
男子単独3～1級の部　本選敗退
女子単独見習～4級	　予選敗退
男子組演武3～1級の部本選敗退

12/11(日) 北星学園大学

春季ﾘｰｸﾞ戦
2部					6位
入替戦　2部残留

5/18(水)～6/1(水) 野幌総合運動公園

平成28年度新人戦 1回戦敗退 6/15(水) 江別市営球場

平成28年度秋季リーグ戦
2部6位
入替戦　3部降格

9/26(月)～10/12(水) 野幌総合運動公園

スキー部 第72回北海道スキー選手権大会 23位 1/10(火)～1/11(水) 名寄ピヤシリシャンツェ

弓道部

準硬式野球部

少林寺拳法部

軟式野球部

女子羽球部

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ部


