
平成２２年度地区大会結果 １種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

平成２２年度　市民大会
4/29
5/2
5/3

優勝 旭川医科大学ｻｯｶｰ部
２位 旭蹴会ＯＳＡ旭川ＦＣ
３位 2000selection
　　 旭川自衛隊サッカー部

－

平成２２年度　知事杯旭川地区予選大会
5/29
5/30

Ａﾌﾞﾛｯｸ代表 旭川実業高等学校
 ３位　道教大旭川校
Ｂﾌﾞﾛｯｸ代表 旭川医科大学
 ３位　ＢＩＥＩ・ＦＣ

旭川実業高等学校
旭川医科大学サッカー部
　7/10～8/29　旭川･室蘭･その他

平成２２年度全道社会人サッカー選手権大会　兼
　第４６回全国社会人サッカー選手権大会旭川予選

7/18
優勝　VERDELAZZO旭川
２位　旭蹴会

VERDELAZZO旭川
　8/14･15･16　苫小牧

第１７回全国クラブチーム
　サッカー選手権大会旭川地区予選

5/9
優勝　VERDELAZZO旭川
２位　2000SELECTION
３位　旭蹴会

VERDELAZZO旭川
2000SELECTION
旭蹴会
　8/1 道北ﾌﾞﾛｯｸ大会 旭川

第２８回旭川カップ 10/3･10/10

優勝　2000SELECTION
２位　ラスターズ
３位　アストーレＳＣ
　　　旭蹴会

－

平成２２年度旭川社会人サッカーリーグ(１部) 5/16～9/26

１位　VERDELAZZO旭川
２位　ディメンア
３位　ラスターズ
４位　２０００ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
５位　ｴｽﾍﾟﾋﾞｵ留萌
６位　リオグージョ旭川
７位　Ｓ．Ｋ．Ｋｏｎｄｏｕ
８位　ツインリーブス

VERDELAZZO旭川
　　10/3･16･17
北海道ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ第8回道北ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ入替戦

　　旭川･その他

平成２２年度旭川社会人サッカーリーグ(２部) 5/16～9/26

１位　ＳＳＣ
２位　ＢＩＥＩ・ＦＣ・ＧＲＡＺＩＥ
３位　旭川蹴球団
４位　ブルーウィンズ
５位　旭川自衛隊
６位　きっくまん
７位　ﾏｽﾀｰｽﾞＳＣ
８位　ＦＣ　ｒｅｄｄｅｖｉｌｓ

－

平成２２年度旭川社会人サッカーリーグ(３部) 5/16～9/26

１位　ＦＯＲＺＡ　ＭＥＺＺＯ
２位　ＶＡＮＩＳＨ
３位　昭和ランバーズ
４位　旭川ＯＬＤ　ＢＯＹＳ
５位　大雪クラシック
６位　Ｊｕｐｉｔｅｒ
７位　ＦＣ　ﾋﾞｯﾁｰｽﾞ
８位　留萌ＦＣ

－

平成２２年度旭川社会人サッカーリーグ(４部A) 5/16～9/26

１位　ＦＣ　ＳＵＮＮＹ
２位　ＦＣ　ＢＥＬＬＷＯＯＤ
３位　ＳＣ・ﾁｰﾌｽﾌﾟﾗﾒｼﾞｬｰ
４位　ＦＣ トゥルーズ
５位　ＰＤ ＳＵＰＥＲＩＯＲ
６位　蹴愛倶楽部
７位　ＦＣ　ベリーズＦＣ

－

平成２２年度旭川社会人サッカーリーグ(４部B) 5/16～9/26

１位　アストーレＳＣ
２位　泥酔
３位　Ｃｈｉｐ Ｋｉｃｋ ＦＣ
４位　旭川市役所　ＦＣ
５位　旭川信用金庫
６位　日本製紙旭川ＦＣ
７位　ＡＭＩＳＴＡＤ

－

平成２２年度 主な事業 その他
事　業　名 期　日 結　果 会　場

旭川地区サッカー協会主催納涼ビールパーティー 7/22 ４３１名参加 ロワジール

Ｆリーグ旭川開催 9/5
エスポラーダ北海道３－４湘南ベルマーレ

≪観客動員数≫　2,417名 大雪アリーナ

JFAｷｯｽﾞ(U-6･U-8）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010 ｉｎ旭川 9/11 ２５０名参加 カムイの杜公園

Ｆリーグ旭川開催 9/12
エスポラーダ北海道２－７府中ｱｽﾚﾃｨｯｸFC

≪観客動員数≫　1,986名 大雪アリーナ

芝のメンテナンス 10/23 ８００名参加 忠和公園
旭川地区サッカー協会主催クリスマスパーティー 12/14 ３９２名参加 ロワジール
高円宮記念日韓交流基金顕彰式 12/14 高円宮記念日韓交流基金 名誉総裁章 東京都　韓国大使館韓国文化院

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

旭川社会人連盟ホームページ（http://footballsyakaijinn.web.fc2.com/）まで

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで



平成２２年度地区大会結果 ２種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

優　勝　旭川東校等学校

準優勝　旭川北高等学校

３　位　旭川工業高等学校

　　　　旭川商業高等学校

旭川春季サッカーフェスティバル 5/3･4･5 ３３チーム参加(旭川地区21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　旭川工業高等学校

　　　　留萌高等学校

サマーフェスティバル 7/28･29･30 １９チーム参加(旭川地区10ﾁｰﾑ) －

優　勝　旭川工業高等学校

準優勝　旭川商業高等学校

３　位　旭川凌雲高等学校

　　　　旭川北高等学校

優　勝　旭川実業高等学校

準優勝　旭川工業高等学校

３　位　旭川凌雲高等学校

　　　　旭川大学高等学校

２０１０道北ブロックＵ－１７秋季リーグ 9/26～11/14 ８チーム参加(旭川地区８ﾁｰﾑ) －

優　勝　旭川凌雲高等学校

準優勝　旭川商業高等学校

３　位　旭川実業高等学校

平成２２年度　知事杯旭川地区予選大会 5/29･30

平成２２年度地区大会結果 シニア
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

優　勝　旭川四十雀

３　位　日本製紙旭川

４　位　旭川シニア５０ＦＣ

６　位　留萌シニア

第１回 道北シニアフットサルフェスティバル 1/30

大雪クラシック　２勝
オールドボーイ　１勝２敗
ＳＣチーフス　　１勝１敗
旭川シニア50FC　１勝１敗

－

第２回 道北シニアフットサルフェスティバル 2/20

大雪クラシック　１勝１分
オールドボーイ　１勝１分
ＳＣチーフス　　１勝１敗
旭川シニア50FC　１分

－

第３回 道北シニアフットサルフェスティバル 3/20

大雪クラシック　２勝
オールドボーイ　１敗
ＳＣチーフス　　２敗
オ－ル旭川 ８-７ オール士別

－

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで
旭川シニアサッカー連盟ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/asahikawa_senior.html）まで

平成２２年度全道ユース（Ｕ－１８）
　　　　フットサル大会　旭川地区予選大会

12/4･5
旭川凌雲高等学校
　1/9･10　札幌

１種参照
詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

平成２２年度道北シニアサッカーリーグ

5/30･6/20
7/11･9/5
･9/26･
10/24

－

平成２２年度全国高等学校
　　　　サッカー選手権大会旭川地区予選

8/21･22
･28･29

旭川工業高等学校
旭川実業高等学校
　　10/16～24
　　厚真･勇払･札幌

第39回全道高校ユース(U-17)
　　　　サッカー大会旭川地区予選大会

9/12･18
･19･20

旭川実業高等学校
　10/30～11/1 千歳

平成２２年度旭川地区
　　　　高等学校サッカー春季大会

4/24･25
･29･5/1

－

平成２２年度第６３回北海道高等学校
　　　　サッカー選手権大会旭川支部予選会

5/18･19
･20･21

旭川実業高等学校
旭川凌雲等学校
6/15～18　帯広･中札内



平成２２年度地区大会結果 ３種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

第２回道北ブロックカブスU-15
第17回大雪ライオンズクラブ旗争奪
ジュニアユース選手権

5/22
　～8/29

優　勝 旭川市立北門中学校
準優勝 旭川市立永山中学校
第３位 旭川市立緑が丘中学校

旭川市立北門中学校
10/9･10･11･16･17･30 江別･札幌

旭川市立永山中学校
旭川市立緑が丘中学校
旭川市立広陵中学校
北海道教育大学附属旭川中学校

9/11･18･19 旭川･名寄

第１回旭川･道北ブロックカブスU-15 
4/24
　～7/27

優　勝 旭川市立愛宕中学校
準優勝 旭川市立啓北中学校
第３位 旭川市立北都中学校
　　　 旭川市立東陽中学校

旭川市立愛宕中学校
旭川市立啓北中学校
9/11･18･19 旭川･名寄

平成２２年度イレブン杯サッカー大会
4/24
　～6/20

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 北海道教育大学附属旭川中学校
　　　 旭川市立北都中学校

－

第１回旭川地区Ｕ－１３リーグ
第１回旭川地区サテライトリーグ

5/22
～7/17

２チーム参加
１５チーム参加

－

第６回ソルダリオリーグ
6/19･20
・26･27

参加46チーム(旭川地区38チーム) －

第６３回旭川市中体連
　　　　　　　　　サッカー大会

7/7･8･9

優　勝 旭川市立北門中学校
準優勝 北海道教育大学附属旭川中学校
第３位 旭川市立広陵中学校
　　　 旭川市立緑が丘中学校

旭川市立北門中学校
北海道教育大学附属旭川中学校

旭川市立広陵中学校
旭川市立緑が丘中学校
　7/14･15　士別

中央地区中体連サッカー大会 7/7･8
優　勝 東川町立東川中学校
準優勝 東神楽町立東神楽中学校

東川町立東川中学校
　7/14･15　士別

富良野地区中体連サッカー大会 7/7
優　勝 中富良野町立中富良野中学校
準優勝 上富良野町立上富良野中学校

中富良野町立中富良野中学校
　7/14･15　士別

平成２２年度上川支庁代表決定戦 7/14･15

優　勝 旭川市立北門中学校
準優勝 北海道教育大学附属旭川中学校
第３位 旭川市立緑が丘中学校
　　　 中富良野町立中富良野中学校

旭川市立北門中学校
　8/2･3･4　七飯・鹿部

留萌地区中体連サッカー大会 7/7 優　勝 増毛町立増毛中学校 増毛町立増毛中学校
　8/2･3･4　七飯・鹿部

第１回道北ブロックユース 9/11･18･19

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 旭川市立永山中学校
第３位 旭川市立広陵中学校
　　　 名寄ＳＣ

旭川市立緑が丘中学校
10/9･10･11･16･17･30 江別･札幌

第２回道北ブロックカブスU-14
8/21

　～10/17

優　勝 旭川市立北門中学校
準優勝 旭川市立緑が丘中学校
第３位 旭川市立永山中学校
　　　 旭川市立六合中学校

－

第２２回Ｕ－１５旭川地区
　　ジュニアユースフットサル大会
兼　第２２回Ｕ－１５全道
ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄｻﾙ大会旭川地区予選

11/13・14

優　勝 北海道教育大学附属旭川中学校
準優勝 コンサドーレ旭川U-15
第３位 旭川市立緑が丘中学校
　　　 東神楽町立東神楽中学校

北海道教育大学附属旭川中学校

コンサドーレ旭川U-15
　12/11･12　苫小牧

第８回Ｕ－１４旭川地区
　　ジュニアユースフットサル大会
兼全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権2011(U-14の部)
　　旭川地区予選

12/25･26

優　勝 北海道教育大学附属旭川中学校
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
　　　 旭川市立啓北中学校

北海道教育大学附属旭川中学校
　2/12･13　札幌

第１２回プレイヤーズカップ
　　ジュニアユースフットサル大会

1/22･23
2/19･20

優　勝　旭川市立北門中学校
準優勝　旭川市立広陵中学校
第３位　上富良野町立上富良野中学校
　　　　中富良野町立中富良野中学校

－

３種ホームページ（http://www.h3.dion.ne.jp/̃asahijy/）まで
詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで



平成２２年度地区大会結果 ４種
大　会　名 期 日 結　果 代表チーム

プレイヤーズカップ・Ｊイーグルス杯 　兼
　第34回全日本少年サッカー大会旭川地区予選

5/15･16

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 近文ジュニアイーグルス
　　　２位 旭川末広北サッカー少年団
　　　３位 上富良野町サッカー少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川神居東ファイターズSS
　　　２位 末広サッカー少年団
　　　３位 東川サッカー少年団

近文ジュニアイーグルス

旭川末広北ｻｯｶｰ少年団

末広サッカー少年団

　7/3･4　小樽

第７回全道少年Ｕ－10サッカー大会
　　　　北北海道大会旭川地区予選
　　　旭川地区予選（４年生大会）

6/5･6

Iﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川ネイバーズＦＣ
　　　２位 旭川Grin･Bear･Boys･FC
　　　３位 旭川忠和サッカー少年団
　　　４位 永山南サッカー少年団
Jﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川末広北サッカー少年団
　　　２位 東川サッカー少年団
　　　３位 向陵少年サッカークラブ
　　　４位 末広サッカー少年団
Kﾌﾞﾛｯｸ優勝 愛宕サッカー少年団　Ｂ
　　　２位 朝日サッカー少年団
　　　３位 旭川北光サッカー少年団
　　　４位 西御料地ＦＣ
Lﾌﾞﾛｯｸ優勝 高台サッカースポーツ少年団
　　　２位 旭川北鎮ＪｒＦＣ
　　　３位 旭川コスモスｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
　　　４位 増毛町サッカーｽﾎﾟｰﾂ少年団

旭川ネイバーズＦＣ
旭川末広北ｻｯｶｰ少年団
愛宕サッカー少年団　Ｂ

高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

　7/17･18･19　帯広

平成２２年度道新スポーツ旗
　・北電カップ第４２回全道（Ｕ－１２）
　　　　サッカー少年団大会
　　　　　　旭川地区予選

7/10･11

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 末広サッカー少年団
　　　２位 旭川神居東ﾌｧｲﾀｰｽﾞSS
　　　３位 旭川北鎮ＪｒＦＣ
　　　　　 旭川Grin･Bear･Boys･FC
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 近文ジュニアイーグルス
　　　２位 旭川末広北サッカー少年団
　　　３位 旭川神楽岡サッカー少年団
　　　　　 上富良野町サッカー少年団

旭川末広北ｻｯｶｰ少年団

近文ジュニアイーグルス

　8/29･30･31･9/1
　千歳･恵庭･北広島

ポカリスェットリーグ旭川地区前期リーグ 7/19～8/8
Ｕ－１２　３０チーム参加
Ｕ－１１　３０チーム参加

－

ポカリスェットリーグ旭川地区後期リーグ 8/21～9/26
Ｕ－１２　３０チーム参加
Ｕ－１１　３０チーム参加

－

平成２２年度トラック協会杯
　　第２２回全道少年団（Ｕ－１１）サッカー大会
　　　旭川地区予選（５年生大会）

9/4･5

優　勝 西御料地ＦＣ
準優勝 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

西御料地ＦＣ

　10/9･10･11　札幌

平成22年度全道少年(U-11)８人制サッカー大会
　兼第８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）

9/11･12

優　勝 東川サッカー少年団
準優勝 永山南サッカー少年団
３　位 旭川北鎮ＪｒＦＣ
　　　 近文ジュニアイーグルス

東川サッカー少年団
　10/9･10･11　栗山

平成２２年度第１８回東ライオンズクラブ旗
　争奪少年サッカー大会

10/9･10

優　勝 近文ジュニアイーグルス
準優勝 旭川末広北サッカー少年団
３　位 上富良野町サッカー少年団
　　　 永山南サッカー少年団

－

平成２２年度バーモントカップ
　第２０回全日本少年フットサル大会
　旭川地区予選

10/30･31
･11/3

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 近文ジュニアイーグルス
　　　２位 上富良野町サッカー少年団
　　　３位 永山サッカー少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川末広北サッカー少年団
　　　２位 旭川北光サッカー少年団
　　　３位 旭川Grin･Bear･Boys･FC

近文ジュニアイーグルス
上富良野町サッカー少年団
永山サッカー少年団
旭川末広北サッカー少年団
旭川北光サッカー少年団
旭川Grin･Bear･Boys･FC
　11/7　名寄

第１８回ふじ・ウエスタン杯
　　少年フットサル大会(学年別大会)

12/11･12
･18･19

６年生優　勝 上富良野町ｻｯｶｰ少年団
　　　準優勝 旭川末広北ｻｯｶｰ少年団
　　　３　位 近文ジュニアイーグルス
　　　　　　 朝日サッカー少年団
５年生優　勝 朝日サッカー少年団
　　　準優勝 近文ジュニアイーグルス
　　　３　位 旭川末広北ｻｯｶｰ少年団
　　　　　　 旭川北鎮ＪｒＦＣ
４年生優　勝 旭川末広北ｻｯｶｰ少年団
　　　準優勝 東川サッカー少年団
　　　３　位 高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
　　　　　　 旭川Grin･Bear･Boys･FC

－

全道フットサル選手権2011(U-12)
　　　　　　　　　　旭川地区予選

1/22･23

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 末広サッカー少年団
　　　２位 旭川末広北サッカー少年団
　　　３位 向陵少年サッカークラブ
　　　　　 旭川北光サッカー少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 近文ジュニアイーグルス
　　　２位 上富良野町ｻｯｶｰ少年団
　　　３位 ふらのＦＣ
　　　　　 旭川北鎮ＪｒＦＣ

末広サッカー少年団

近文ジュニアイーグルス

　2/19･20　札幌

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで



平成２２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

ＦＣ．ＢＲＡＣＥ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ
　第１回チャリティーフットサル大会　Ｈａｐｐｙ－Ｃｕｐ

4/18

一般の部結果
　優　勝　malicia asahikawa
　準優勝　Nagayama Futsal Club
　第３位　蹴猿ＫＦＣ
　　　　　蹴猿classic
レディースの部結果
　優　勝　Divertido旭川
　準優勝　旭川女子アチーボ
　第３位　旭川コスモスレディース
　　　　　cielo happy feliz sala

－

2010旭川フットサルリーグ 1stステージ　(１部)

5/30･
7/4･
8/15
10/3

優　勝　Ｋ･Ｓ ｄｉｓｆｉｄａ
準優勝　AEF Redil/Bamboo
３　位　ｃｉｌｉｓｔａ☆ｆｕｔ
４　位　蹴猿ＫＦＣ
５　位　Ｎｅｗ Ｂｌｏｏｄ
６　位　ＲＥＶＯＲＶＥＲ

－

2010旭川フットサルリーグ 1stステージ　(２部)

5/9･
6/13･
7/11･
8/8･
9/19

優　勝　AS CIELO CHERRY BOYS
準優勝　アバランチ
３　位　蹴猿ｃｌａｓｓｉｃ
４　位　ＦｏｇｏＮｅｔ'ｓ
５　位　Nagayama Futsal Club
６　位　ＦＣイマックス

－

2010旭川フットサルリーグ 1stステージ　(３部)

5/9･
6/13･
7/11･
8/8･
9/19

優　勝　ＦＣ旭大
準優勝　Ｋ･Ｓ･Ｄ-Ｃ
３　位　ＶＡＮＩＳＨ
４　位　ＴＦＣ ａｔａｄｕｌａ
５　位　ＦＣ ＢＡＮＫＥＲＳ
６　位　美瑛フットサル青年団

－

2010旭川フットサルリーグ 1stステージ　(４部)

5/9･
6/13･
7/11･
8/8･
9/19

優　勝　ＳＩＥＳＴＡ
準優勝　ＦＣ.ＢＲＡＣＥ
３　位　ｃａｌｉｅｎｔｅ
４　位　ぽん酢ＤＸ
５　位　Ｃａｎ玉ーズ
６　位　クラビッツ

－

2010　クリーンラインスガイ　レディースフットサル大会 11/3

オープンクラス
　優　勝　旭川女子アチーボ
　準優勝　Ｄｉｖｅｒｔｉｄｏ旭川
ビギナーの部
　優　勝　Ｅｓｔｒｅｌａ
　準優勝　Ｄｉｖｅｒｔｉｄｏ旭川U-50

2010旭川フットサルリーグ 2ndステージ　(１部)
11/23
･12/19
･1/16

優　勝　Ｋ･Ｓ ｄｉｓｆｉｄａ
準優勝　AEF Redil/Bamboo
３　位　蹴猿ＫＦＣ
４　位　ｃｉｌｉｓｔａ☆ｆｕｔ
５　位　ＲＥＶＯＲＶＥＲ
６　位　Ｎｅｗ Ｂｌｏｏｄ

Ｋ･Ｓ ｄｉｓｆｉｄａ
　3/5･6　札幌
　北海道ﾌｯﾄｻﾙ地区ﾘｰｸﾞ決勝

2010旭川フットサルリーグ 2ndステージ　(２部)

11/14･
12/12･
1/9･
2/13･
3/13

優　勝　アバランチ
準優勝　AS CIELO CHERRY BOYS
３　位　Nagayama Futsal Club
４　位　ＦｏｇｏＮｅｔ'ｓ
５　位　蹴猿ｃｌａｓｓｉｃ
６　位　ＦＣ旭大

－

2010旭川フットサルリーグ 2ndステージ　(３部)

11/14･
12/12･
1/9･
2/13･
3/13

優　勝　ＶＡＮＩＳＨ
準優勝　Ｋ･Ｓ･Ｄ-Ｃ
３　位　ＳＩＥＳＴＡ
４　位　ＦＣ ＢＡＮＫＥＲＳ
５　位　ＦＣイマックス
６　位　ＴＦＣ ａｔａｄｕｌａ

－

2010旭川フットサルリーグ 2ndステージ　(４部)

11/14･
12/12･
1/9･
2/13･
3/13

優　勝　ぽん酢ＤＸ
準優勝　ＦＣ.ＢＲＡＣＥ
３　位　ｃａｌｉｅｎｔｅ
４　位　クラビッツ
５　位　美瑛フットサル青年団
６　位　Ｃａｎ玉ーズ

－

2010旭川フットサルリーグ 2ndステージ　(５部)

11/7･
11/28･
12/12･19･
1/9･30･
2/13･
3/5･13

優　勝　Ｆ･Ｃ Ｓｏｒｔｉｌｅｇｉｏ
準優勝　ＥＬ ＢＯＲＲＡＣＨＯ
３　位　ＤＩＭＬＹ
４　位　ＲＥＲＡ ＫＡＭＩＫＡＷＡ
５　位　ＬＩＡＮ
６　位　ｃｉｅｌｏ sakura gumi

－

第１６回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会旭川地区予選 11/6･7

優　勝　K・S　disfida
準優勝　丘の上選抜
３　位　Divertido旭川
　　　　AEF Redil/Bamboo

KS disfida

D. C 旭川FC(ｼｰﾄﾞ)
　1/9･10　釧路

バーモントカップフットサル教室 11/3 １６８名参加 －

 JFAﾌｧﾐﾘｰﾌｯﾄｻﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010 with KIRIN 北海道in旭川 1/30 ﾌｧﾐﾘｰ11ﾁｰﾑ ｷｯｽﾞ5ﾁｰﾑ ﾚﾃﾞｨｰｽ5ﾁｰﾑ参加 －
眞堺名オスカー　フットサル レッスン 1/30 ２０名参加 －

全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権2011(一般の部)旭川地区予選 12/4･5

優　勝　ｙｏｕｎｇ ｓｔａｒ'ｓ
準優勝　ｃｏｌｉｓｔａ☆ｆｕｔ
３　位　AEF Redil/Bamboo
　　　　旭川医大サッカー部

D. C 旭川FC(ｼｰﾄﾞ)
ｙｏｕｎｇ ｓｔａｒ'ｓ
　2/19･20　札幌

旭川フットサル連盟ホームページ（http://www.a-futsal.com/）まで
詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで


