
平成１７年度地区大会結果 １種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

平成１７年度市民大会
5/1･10/16･

10/23

優勝　ＡＣＳＣ
２位　旭蹴会
３位　ラスターズ
　　　旭川自衛隊

－

平成１７年度知事杯旭川地区予選大会 6/19～6/26

Ａブロック代表　ACSC
         ３位　旭川東高校
Ｂブロック代表　旭蹴会
         ３位　旭川実業高校

ACSC
旭蹴会

第４１回全国社会人サッカー
　　　　選手権大会旭川予選

7/18･24
優勝　ＯＳＡ旭川ＦＣ
２位　旭蹴会 OSA旭川F C

第１２回全国クラブチーム選手権大会 7/30･31

優勝　ナイエＦＣ
２位　稚内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
３位　ＯＳＡ旭川ＦＣ
　　　南宗谷蹴友会

－

第２３回旭川カップ 10/2･9

優勝　ＫＳＣ
２位　ツインリーブス
３位　旭川蹴球団
　　　ＦＣレッドデビルス

－

平成１７年度旭川サッカーリーグ(１部) 5/8～9/18

１位　ＦＣ　ＰＯＮ
２位　ラスターズ
３位　ツインリーブス
４位　ＦＣ　レッドデビルス
５位　旭川蹴球団
６位　ブルーウィンズ
７位　ＳＫ　ＫｏｎＤｏ
８位　旭川自衛隊

－

平成１７年度旭川サッカーリーグ(２部) 5/8～9/18

１位　ディメンシア
２位　エスコートＲ
３位　ＦＣスクデット
４位　四十雀マスターズ
５位　ＦＣ　ベリーズ
６位　ＦＣ　トゥルーズ
７位　オールド・ボーイズ
８位　昭和ランバーズ

－

平成１７年度旭川サッカーリーグ(３部) 5/8～9/18

１位　ＦＯＲＵＺＡ　ＭＥＺＺＯ
２位　２０００ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
３位　秋山ＳＣ
４位　ＶＡＮＩＳＨ
５位　カイザー８１
６位　きっくまん
７位　ＦＣ　ビッチーズ
８位　旭川信用金庫

－

平成１７年度旭川サッカーリーグ(４部) 5/8～9/18

１位　ＯＳＡ旭川ＦＣ
２位　チーフス　プラメジャー
３位　ＦＣ　コンパニエロ
４位　Ａ・Ｐ・Ｙ
５位　Romanntic Company
６位　ＦＣ　マイケルズ
７位　大雪クラシック
８位　蹴愛倶楽部

－

平成１７年度旭川サッカーリーグ(５部) 5/8～9/18

１位　ＳＦＩＤＡ
２位　日本製紙旭川ＦＣ
３位　プレジール
４位　Ｋａｍｉｋａｗａｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
５位　スパーキー
６位　ＦＣ　ＳＵＮＮＹ
７位　ＰＤ　ＳＵＰＥＲＩＯＲ

－

平成１７年度旭川サッカーリーグ(６部) 5/8～9/18

１位　アストーレＳＣ
２位　Ｇ・ＮＦＣ
３位　Ａｚｚｕｒｏ　Ｌｅｐｒｏｔｔｏ
４位　市役所ＦＣ
５位　ＦＣ　ＢＥＲＬＬＷＯＯＤ
６位　Ｃｈｉｐ　Ｋｉｃｋ　ＦＣ
７位　泥酔

－

ＰＵＭＡ ＣＵＰ 2006第１１回全日本
フットサル選手権大会旭川地区予選

11/27 フットサル参照

全道フットサル選手権２００６(一般の部)
　　　　旭川地区予選

1/14･15 フットサル参照



平成１７年度地区大会結果 ２種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

優　勝　旭川実業高等学校

準優勝　旭川凌雲高等学校

３　位　旭川西高等学校

４　位　富良野高等学校

優　勝　旭川実業高等学校

準優勝　旭川凌雲高等学校

３　位　旭川東栄高等学校

　　　　旭川西高等学校

Ａﾌﾞﾛｯｸ　旭川実業高等学校

Ｂﾌﾞﾛｯｸ　旭川凌雲高等学校

Ａ ２位　旭川北高等学校

Ｂ ２位　旭川西高等学校

優　勝　旭川実業高等学校

準優勝　旭川凌雲高等学校

３　位　旭川東高等学校

　　　　旭川南高等学校

優　勝　旭川西高等学校

準優勝　旭川大学高等学校

３　位　旭川凌雲高等学校

　　　　旭川実業高等学校

平成１７年度知事杯旭川地区予選大会 6/19～26 １種参照

ＰＵＭＡ ＣＵＰ 2006
　　第11回全日本フットサル選手権大会
　　　　旭川地区予選

11/27 フットサル参照

全道フットサル選手権２００６(一般の部)
　　　　旭川地区予選

1/14･15 フットサル参照

平成１７年度地区大会結果 フットサル
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

ＰＵＭＡ ＣＵＰ 2006
第11回全日本フットサル選手権大会
　　　　旭川地区予選

11/27

優　勝　ａｃＦｃ
準優勝　旭川大学
３　位　ＯＳＡ旭川ＦＣ
　　　　旭蹴会

ａｃＦｃ
D. C Asahikawa Futsal
Club

全道フットサル選手権２００６(一般の部)
　　　　旭川地区予選

1/14･15

優　勝　Ａ．Ｆ．Ｃ
準優勝　道教大旭川ｻｯｶｰ部A
３　位　旭川北高等学校
　　　　ＦＣ．Ｄ－ｄｒｅａｍ

Ａ．Ｆ．Ｃ
D. C Asahikawa Futsal
Club

旭川実業高等学校
旭川凌雲高等学校
旭川東高等学校

平成１７年度第５８回全道高校
　　　　サッカー競技大会旭川支部予選会

平成１７年度全国高等学校サッカー
　　　　選手権大会旭川地区予選

旭川西高等学校12/3

旭川実業高等学校
9/27･28

･29

平成１７年度旭川地区サッカー春季大会

旭川実業高等学校
旭川凌雲高等学校

8/20・21
･27・28

4/24・29

・30・5/1

5/24・25
・26・27

平成１7年度高体連旭川支部
　　　　サッカー競技秋季大会

平成17年度　全道ユース（Ｕ－１８）
　　　　フットサル大会　旭川予選大会

－



平成１７年度地区大会結果 ３種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

平成１７年度第３回U-15北海道
　　・旭川地区リーグ
　　　　兼イレブン杯春季リーグ

4/29
　～6/12

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 旭川市立広陵中学校
第３位 教育大学附属旭川中学校
　　　 旭川市立永山南中学校

－

第１回ソルダリオリーグ 6/12・18 参加24チーム －

旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪
　　ジュニアユース選手権
　　　　兼平成17年度高円宮杯
　　　　　　旭川地区２次予選

6/18
　～7/24

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 旭川市立広陵中学校
第３位 コンサドーレ旭川U-15
第４位 旭川市立北星中学校

旭川市立緑が丘中学校
旭川市立広陵中学校
コンサドーレ旭川U-15
旭川市立北星中学校
ＯＳＡ旭川ジュニアユース
旭川市立永山南中学校

平成17年度U-13交流大会 7/26～29 参加13チーム －

平成17年度旭川地区新人戦
8/7

　～9/11

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 旭川市立東明中学校
第３位 コンサドーレ旭川U-15
 　　　　旭川市立北門中学校

旭川市立緑が丘中学校

第２回U-14８人制サッカー大会
　　旭川地区予選

8/20･21
優　勝 旭川市立忠和中学校
準優勝 旭川市立北都中学校
第３位 増毛町立増毛中学校

旭川市立忠和中学校

平成17年度U-14北海道
　　・旭川地区リーグ
　　　　兼第4回会長杯秋季リーグ

9/10
　～10/23

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 コンサドーレ旭川U-15
第３位 旭川市立東光中学校
　　　 旭川市立永山南中学校

－

平成17年度ジュニアユース
　　フットサル大会

11/12・13

優　勝 旭川市立北門中学校
準優勝 旭川市立忠和中学校
第３位 旭川市立春光台中学校
　　　 東川町立東川中学校

旭川市立北門中学校

第３回全道フットサル2006(U-14)
　　　　旭川地区予選

1/21･22

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 旭川市立東明中学校
第３位 美瑛町立美瑛中学校
　　　 旭川市立北都中学校

旭川市立緑が丘中学校
旭川市立東明中学校

第７回プレイヤーズカップ
　　ジュニアユースフットサル大会

1/28
　～2/19

優　勝 コンサドーレ旭川U-15
準優勝 旭川市立北門中学校
第３位 旭川市立永山中学校
　　　 旭川市立春光台中学校

－



平成１７年度地区大会結果 ４種
大　会　名 期 日 結　果 代表チーム

平成１７年度第１２回北海道新聞社
　・旭川市内販売所杯少年サッカー大会

5/14･15

優　勝 旭川北鎮ＪｒＦＣ
準優勝 旭川忠和サッカー少年団
３　位 旭川愛宕サッカー少年団
　　　 末広サッカー少年団

－

平成１７年度全道少年Ｕ－１０・８人制
　サッカー大会旭川地区予選（４年生大会）

6/11･12

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 永山サッカー少年団
　　　２位 旭川緑新キッカーズ
　　　３位 旭川忠和サッカー少年団
　　　　　 ふらのＦＣ
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川ネイバーズＦＣ
　　　２位 末広サッカー少年団
　　　３位 旭川北鎮ＪｒＦＣ
　　　　　 旭川末広北サッカー少年団

永山サッカー少年団
旭川ネイバーズＦＣ

平成１７年度プレイヤーズ・Jrイーグルカップ
　兼レオス杯旭川地区予選（５年生大会）

6/18･19

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川北鎮ＪｒＦＣ
　　　２位 高台サッカーｽﾎﾟｰﾂ少年団
　　　３位 近文ジュニアイーグルス
　　　　　 旭川ネイバーズＦＣ
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 永山南サッカー少年団
　　　２位 緑が丘少年サッカークラブ
　　　３位 旭川神楽岡サッカー少年団
　　　　　 旭川末広北サッカー少年団

旭川北鎮ＪｒＦＣ
永山南ｻｯｶｰ少年団

平成１７年度第３７回道新スポーツ旗
　・北電カップ全道少年団大会旭川地区予選

7/2･3

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川北鎮ＪｒＦＣ
　　　２位 旭川Grin･Bear･Boys･FC
　　　３位 向陵少年サッカークラブ
　　　　　 永山南サッカー少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川愛宕サッカー少年団
　　　２位 旭川ネイバーズＦＣ
　　　３位 旭川北光サッカー少年団
　　　　　 東川サッカー少年団

旭川北鎮ＪｒＦＣ
旭川愛宕ｻｯｶｰ少年団

平成１７年度　全道少年（Ｕ－１１）８人制
サッカー大会兼第３回ＪＡ全農杯チビリンピック
小学生選抜８人制サッカー大会旭川地区予選
（５年生大会）

9/10･11

優　勝 旭川ネイバーズＦＣ
準優勝 旭川愛宕サッカー少年団
３　位 旭川緑新キッカーズ
　　　 緑が丘少年サッカークラブ

旭川ネイバーズＦＣ

平成１７年度トラック協会杯第１７回
　全道サッカー少年新人大会旭川地区予選
　　兼ＪＡ全農杯８人制少年サッカー大会
　　　旭川地区予選（５年生大会）

9/3･4

優　勝 旭川北鎮ＪｒＦＣ
準優勝 永山南サッカー少年団
３　位 旭川コスモスｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
　　　 緑が丘少年サッカークラブ

旭川北鎮ＪｒＦＣ

平成１７年度第１３回東ライオンズクラブ旗争奪
　少年サッカー大会

10/8･9

優　勝 旭川Grin･Bear･Boys･FC
準優勝 永山南サッカー少年団
３　位 旭川愛宕サッカー少年団
　　　 旭川北鎮ＪｒＦＣ

－

平成１７年度バーモントカップ第１５回全日本
　少年フットサル大会旭川地区予選

11/5･6

優　勝 旭川北鎮ＪｒＦＣ
準優勝 永山南サッカー少年団
３　位 旭川ネイバーズＦＣ
　　　 旭川愛宕サッカー少年団

旭川北鎮ＪｒＦＣ

第１３回ふじ・ウエスタン杯少年フットサル大会
12/10･11
 ･17･18

４年生優　勝 旭川ネイバーズＦＣ
　　　準優勝 朝日サッカー少年団
　　　３　位 緑が丘少年サッカーｸﾗﾌﾞ
　　　４　位 向陵少年サッカークラブ
５年生優　勝 旭川北鎮ＪｒＦＣ
　　　準優勝 旭川ネイバーズＦＣ
　　　３　位 緑が丘少年サッカーｸﾗﾌﾞ
　　　４　位 旭川緑新キッカーズ
６年生優　勝 旭川神楽岡ｻｯｶｰ少年団
　　　準優勝 旭川末広北ｻｯｶｰ少年団
　　　３　位 旭川愛宕サッカー少年団
　　　４　位 旭川北鎮ＪｒＦＣ

－

全道フットサル選手権２００６（少年団の部）
　旭川地区予選

1/21･22

優　勝 旭川北鎮ＪｒＦＣ
準優勝 旭川愛宕サッカー少年団
３　位 旭川Grin･Bear･Boys･FC
　　　 旭川神楽岡サッカー少年団

旭川北鎮ＪｒＦＣ




