
番号 団体名 企画名 部門 番号 団体名 企画名 部門
101 ライフル射撃部 焼きそば二郎 ガッツリ 146 札幌カフェ研究会 Cafe Sandwich ガッツリ

103 KWJ HOKUDAIフライドポテトファクトリー揚げ物 147 僕らの歩行祭実行委員会 夜ピク屋 デザート

104 3代目カレー同好会 3代目カレー同好会 ガッツリ 148 北大喫茶店同好会 コーヒーとメロンソーダのお店その他

105 北海道大学躰道部 きらめく塩そば一本 ガッツリ 149 衛生環境工学 衛生カリモチ棒 デザート

106 北海道大学男子ラクロス部 チョコバナナ デザート 151 北海道大学アカペラサークルNoSeRAのび～るチーズハットグ 揚げ物

108 法律相談室 法律相談室 デザート 152 鳥人間OB 焼鳥人間 肉料理

110 北海道大学エレガントスキー部エレガント炭火焼き鳥 肉料理 153 Northern Wings 焼鳥人間 肉料理

111 文学部3年有志 HOTひといき文学部 デザート 154 恋うわクラーク館 ラーメン中将 ガッツリ

112 法学部知的財産法ゼミ めんちかちゅ 揚げ物 155 レモネード屋さん レモネード屋さん その他

113 北大カーリングサークル パパス デザート 156 北大ハンモック同好会 汁なし担々麺 ガッツリ

115 北海道大学かるた会 和風油そば たべまほし ガッツリ 157 北大ESS ドーナツドリンク デザート

116 bar&cafe D.P.S. 飲み物提供、ダーツ その他 158 ドライブサークル タピオカ その他

117 北大陸上ホッケー部 俺のさつまいも食ってみろ！揚げ物 159 DN学園 Dragon breath デザート

118 山梨県人会 伝家のほうとう ガッツリ 160 日本獣医学生協会 JAVSのサメ 揚げ物

119 cotacos 美味しいタコス その他 161 北大兵庫県人会 そば飯 ガッツリ

121 神奈川県人会 ミニ中華街 肉料理 165 北大合気会合気道部 コロッケサンマル 揚げ物

122 北大ももクロ同好会 桃のたこ焼き その他 168 北海道YMCA 北大祭カレー ガッツリ

123 北海道大学相撲部 相撲部伝統のちゃんこ ガッツリ 169 HCE 揚げアイス 揚げ物

124 ラグタイム タピタピタイム その他 171 北大フィギュアスケート部 Let it チュロス デザート

125 北大チーズ研究会 チーズハットグ 揚げ物 172 恵廸寮士幌委員会 十勝豚丼 ガッツリ

126 北海道大学福岡県人会 博多・長浜ラーメン ガッツリ 173 北大スカッシュラケット部 スカッシュ部模擬店！ その他

127 北海道大学合唱団 汁なし担々麺 ガッツリ 174 BUZZ ヤキソバズ ガッツリ

128 MATCHBOX まちぼのあげぱん 揚げ物 176 北大静岡県人会 北大静岡県人会 肉料理

129 ラスク研究会 らすくとあいす デザート 177 EME トルコアイス＆ケバブ 肉料理

130 北大香川県人会 讃岐うどん ガッツリ 178 New era 元号、やっぱタピオカにしますその他

131 男子バレー部 男子バレーボール部 デザート 179 けんちくん カタラーナ屋さん。 デザート

132 Real Watching Real Watching その他 180 恵迪寮事故対策委員会 飲酒事故対策普及 その他

133 牛乳同好会 牛乳と甘味販売 その他 181 ぱんたすてぃっくぴーすと 熊猫タピオカ その他

134 広島県人会 広島風お好み焼き ガッツリ 183 MARCO CLUB 油そば 圓子屋 ガッツリ

135 北大祭けずりいちご けずりいちご デザート 185 アマテラス タピオカジュース その他

137 硬式庭球部3年目 あゆかわの部屋 その他 186 3-44 tapioca companion その他

138 食べ歩きサークルsabroso チーズハットグ 揚げ物 187 北大マリンシーガルズ おいしーがるず デザート

139 北大系フランクフルトサークルAMERICAN EXPRESS 肉料理 188 北海道大学混声合唱団 北大混声合唱団子 デザート

140 NiTY お好み焼き ガッツリ 189 国際協力学生団体『結』 パンケーキ・フェアトレ商品デザート

141 YHC 山形県名物玉こんにゃく その他 190 北大オケ 綿あめ屋さん デザート

142 北海道大学フットサル部Esperanza北海道大学フットサル部Esperanzaデザート 191 吉田智樹ランサ イカ焼き その他

143 バンド研究会 バンド研究会 その他 192 焼肉同好会けんちゃん とてもおいしいケンちゃんの焼肉肉料理

144 mint mini デザート 193 エアーズロック ザ〇ギ 肉料理

145 スピナッチ とりなっち 肉料理 196 かえる屋さん3 みんなのかえる場所、かえる屋さん！肉料理
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197 北海道大学空手部 からってあげたよ 肉料理 医-1 医学部水泳部 Nung cha(ヌンチャ) その他

198 赤黒学生連合 赤黒グルメ デザート 医-2 医学部卓球部 一杯集中 デザート

199 馬術部 ウマい焼き鳥 肉料理 医-3 医学部アイスホッケー ピエールタピオカ その他

200 北大広告研究会 北大美女図鑑 その他 医-4 医歯薬陸上部 医歯薬フRUNクフルト 肉料理

201 軟式野球シーラカンス 焼き鳥屋 肉料理 医-5 医学部ボート部 玉ぇっせん その他

202 マヨネーズ×マヨネーゼ マヨ焼き 揚げ物 医-6 医学部バレーボール部 医バレ焼鳥っぴぃ 肉料理

204 北大マルシェアルバイトチーム出張版！北大マルシェ その他 医-7 医学部ハンドボール部 北医ハンド部ホルモン ガッツリ

205 モエレ沼芸術花火 モエレ沼芸術バナナ デザート 医-8 医学部バドミントン部 医バドの浅漬け その他

206 北海道大学女子バレー部 ユウさんの中華 その他 歯-1 歯学部硬式テニス部 クラッシュゼリー デザート

207 ハンドボール部 山盛珈琲 その他 獣-1 獣医学祭実行委員会 もんもん亭 肉料理

209 応援吹奏団 磯田楽こんにゃくの販売 その他 農-1 ブルーグラス研究会 Hokkaidoで感じるBluegrassの風 with いももち＆Curryガッツリ

210 2年46組 帰ってきた！俺のチュロス デザート 農-2 北大ヒグマ研究グループ ヒグマ亭 肉料理

211 北大金葉祭実行委員会 金ちゃんの出張金葉祭 揚げ物 農-3 機能3年 GYOJA no GYOZA 肉料理

212 北大ステージマジックサークル「サボテン」サボテンわたあめ デザート 農-4 Agees 煮っころポテト その他

214 体育会サッカー部 サッカー部のタピオカ。 その他 農-5 ほくだい畑 ほくだい畑 肉料理

217 1年0組 二郎系うどん「海次郎」 ガッツリ 農-6 林産製造学研究室 きのこ共和国 ガッツリ

218 北海道大学トライアスロン部ちゃらんけ デザート 農-8 作物学研究室 作物庵 デザート

219 北大旅行同好会 世界で3番目にウマいメロンパンアイスの店デザート 農-9 機能&応生&農経2年 ニョッキ ガッツリ

220 Cuisine シチューandパン ガッツリ 農-10 森林&資源 タピオカよ、大志を抱け その他

221 ライダースクラブHORIZON焼きホタテ屋台 その他 農-11 畜産二年生＆環工二年生 cottoncandy デザート

222 京都府民会 京都府民会 デザート 農-12 三重県人会 三重県人会 肉料理

223 Chitlin Circuit ドリンク提供 その他 薬-1 薬学祭実行委員会 模擬店 揚げ物

224 どりどり パックドリンク その他 理-1 物理学展実行委員会 物理学展 その他

226 柔道部 伝統の肉球 ガッツリ 理-2 北キャンパス展実行委員会 北キャンパス展 揚げ物

228 国際食資源学院 どうも！国際食資源学院です！その他

229 武田流中村派合気道部 たけぉやき その他

注意事項
● 該当部門がなかった団体は「その他」と表記されています。この場合、総合順位のみ対象となります。
● 1年生の基礎クラスで出店する団体はすべて「フレッシュマン部門」として参加することになります。
● IFF参加団体はすべて「IFF部門」として参加することになります。
● この一覧に載っていない団体は模擬店グランプリには不参加となっています。
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