
大　会　名 期　日 結　果 開催地
　平成22年度北海道サッカーリーグ
　　第8回 道北ブロックリーグ

5/16･23･6/6･13･27･
7/4･8/8･22･29･9/12 旭蹴会　５位 各地

増毛町役場　１回戦
留萌市役所　１回戦
旭川市役所　２回戦

　第２回全道ミドル(３０over)サッカー選手権大会　 7/3･4 F.Cオーバー　1回戦 千歳
7/10･11･23･24 実業高等学校 2回戦
･8/8･28･29 旭川医科大学 1回戦

　第45回全道自衛隊サッカー大会 7/17･18 旭川自衛隊サッカー部 ４位 千歳
旭蹴会 A代表

VERDELAZZO旭川 1回戦
２０００ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 1回戦

　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北海道予選

8/14･15･16 VERDELAZZO旭川 1回戦 苫小牧

　第17回全国クラブチームサッカー選手権大会北海道大会 9/4･5 旭蹴会　１回戦 札幌
　平成22年度第6回全道社会人選抜サッカー大会　 9/18･19･20 旭川選抜　予選ﾘｰｸﾞ5位 札幌

VERDELAZZO旭川 昇格
旭蹴会 降格

5/15･16 旭川医科大学　２回戦
･22･23･6/5･6 北海道教育大学旭川校 3回戦

旭川医科大学 ３位
北海道教育大学旭川校 5位

　第43回北海道地区高等専門学校サッカー選手権大会
　　兼第45回全国高等専門学校サッカー選手権大会
　　　北海道地区予選大会

7/17･18 旭川工業高等専門学校 優勝 苫小牧

　第1回全道高等専門学校(U-19)サッカー新人大会 10/10･11 旭川工業高等専門学校 優勝 日高

　第45回全国高等専門学校体育大会
　　　第43回 全国高等専門学校サッカー選手権大会

8/21･22
･23･24

旭川工業高等専門学校 1回戦 愛知県

大　会　名 期　日 結　果 開催地

　JFA プリンスリーグ U-18 北海道 2010
5/3･8･6/6･
26･7/3･4･17

旭川実業高等学校 3位 各地

凌雲 優勝　工業 準優勝
旭川商業3位　旭大高4位
旭川東5位　旭川南7位
旭川東栄8位　旭川北9位
旭川西10位　富良野11位

　第63回北海道高等学校サッカー選手権大会　兼 6/15･16 旭川実業高等学校 2回戦
　　全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)北海道予選大会　 17･18 旭川凌雲高等学校 2回戦
　JFA プリンスリーグ U-18北海道 2010地区リーグ決勝大会 9/25･10/2･3･11 旭川凌雲 予選4位 旭川･芦別･札幌

　平成22年度全道高等学校サッカー選手権大会　兼 10/16･17･18 旭川実業　３位
　　第89回全国高校サッカー選手権北海道予選　 ･23･24 旭川工業　１回戦
　平成22年度第39回全道高校ユース(U-17)サッカー新人大会　 10/30･11/1 旭川実業　１回戦 千歳

大　会　名 期　日 結　果 開催地
　第18回北海道女子ユース（U-15）サッカー選手権大会
　　兼 第15回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会北海道予選

7/17･18･19 旭川女子ｱﾁｰﾎﾞ 1回戦 大沼

　HOKKAIDOトレセンU-12(全道少年少女選抜)　 8/10･11 道北選抜 ３分 帯広
　第8回JFA北海道ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会　 9/25･26 旭川女子選抜 ３位 釧路

女子

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

帯広
中札内

厚真･勇払
･札幌

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

　第29回北海道学生サッカーリーグ(2部)
8/22･29

･9/4･5･11･12･20･25
･26･10/2･3･11･16

各地

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

２種

　JFA プリンスリーグ U-18 北海道 2010
　　道北地区リーグ

5/8･9･29･30
･6/5･6･26･27
･7/3･4･18･19･
24･25

各地

全国大会

8/1 旭川

　平成22年度北海道サッカーリーグ
　　第8回道北ブロックリーグ 入替戦

旭川10/3･16･17

　2010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

各地

　第17回全国クラブチームサッカー選手権大会
　　道北ブロック大会

平成２２年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)
１種

6/19･20
･21･22

　全道自治体職員サッカー選手権大会 兼
　　第40回全国自治体職員サッカー選手権大会北海道予選

別海
中標津

各地　第28回知事杯全道サッカー選手権大会



大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第４回北海道カブスリーグＵ－１５　２部
4/24･5/8･9･
29･30･6/12･
13･7/3･4･9/25

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15　優勝 各地

　第２回北海道カブスリーグＵ－１３　２部
5/1･2･15･16･
6/5･6･26･27･
7/10･11

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15　３位 各地

北門 優勝　永山 ２位
緑が丘 ３位　広陵 ５位
附属 ６位　中富良野７位

明星 ８位
　第16回北海道ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会
　　兼 第25回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)北海道大会

7/3･4･10･11･
17･18･19･24 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15 5回戦 夕張

　札幌中学生（Ｕ－１４）サッカーフェスティバル 7/29･30･31 旭川選抜　優勝 札幌

　第２回北海道カブスリーグU－１４　２部 7/31･8/1･9/4･5･18･
19･10/2･3･31･11/6 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15 ３位 各地

北門中学校 ﾍﾞｽﾄ８
増毛中学校 ２回戦

六合　東神楽　神居東　東明
神楽　富良野西　附属　東川
永山　啓北　中富良野　北星
ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15 2回戦
北門中学校 1回戦
緑が丘中学校 1回戦

　2010 北海道トレセンU-15（全道中学選抜）　 10/23･24･25 旭川選抜　３位 札幌
　2010 北海道トレセンU-15 冬季交流大会(9人制) 1/7･8･9 道北選抜 札幌

　2010 北海道トレセンU-13 冬季交流大会(8人制) 1/13･14･15 道北選抜 札幌

　J．LEAGUE U-14 ポラリスリーグ　 コンサドーレ旭川Ｕ－１５ 各地

　J．LEAGUE U-13 ポラリスリーグ　 コンサドーレ旭川Ｕ－１５ 各地
　エスパルス杯争奪第12回Shimizu Jrユースサッカー大会　 12/18･19 旭川ﾄﾚｾﾝU-14 2位T 静岡県

大　会　名 期　日 結　果 開催地
当麻サッカー少年団 １位
正和サッカー少年団　３位
高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団　４位
鷹栖ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＪｒ．５位
東川サッカー少年団　A1位
西御料地ＦＣ A2位
中富良野町SC A3位

当麻サッカー少年団 B2位
高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 B3位
近文ｼﾞｭﾆｱｲｰｸﾞﾙｽ　ﾍﾞｽﾄ４
末広北ｻｯｶｰ少年団 １回戦
末広ｻｯｶｰ少年団　１回戦
旭川ネイバーズ 優勝
末広北 3位Ｔ ﾍﾞｽﾄ4
高台　決勝T 1回戦
愛宕　決勝T 1回戦

7/29･30 近文　ﾍﾞｽﾄ４
･31･8/1 末広 決勝T 1回戦

　第22回コ－プさっぽろ杯サッカ－スポ－ツ少年団大会　 8/3･4･5･6 旭川ＦＣ 4位T 札幌
　HOKKAIDOトレセンU-12(全道少年少女選抜)　 8/10･11･12 旭川選抜 1勝2敗1分 帯広

羽幌ＦＣ．Ｊｒ　３位
旭川北光ｻｯｶｰ少年団 7位
当麻サッカー少年団 2分
東川ｻｯｶｰ少年団 1勝1分

　トラック協会杯第２２回全道少年団(U-11)サッカー大会　 10/9･10･11 西御料地FC 準優勝 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回全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生８人制ｻｯｶｰ大会北海道予選

10/9･10･11 東川ｻｯｶｰ少年団 2次予選3位 栗山

　２０１０北海道トレセンＵ－１１冬季交流大会（８人制） 2/5･6 旭川ﾄﾚｾﾝU-11 2位T2位 北村･三笠

　日韓交流U-16ユースサッカー大会 カーテンレーザーマッチ　 8/14･15 札幌

　第7回全道少年(U-10)８人制サッカー大会 北北海道大会 7/17･18･19 十勝川

千歳･恵庭
･北広島

　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

　第３回枝幸町商工会青年部杯
　　Ｕ‐１２少年サッカー大会

8/7･8 枝幸

　第９回全道少年(Ｕ－10)サッカーフェスティバル 6/19 旭川

　第34回全日本少年サッカー大会北海道予選 7/3･4 小樽

　第22回北海道ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会
　　兼 第22回高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会

10/9･10･11
･16･17･30

江別･札幌

４種　　　詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

　第７回全道少年(Ｕ－８)サッカーフェスティバル 6/19 旭川

全国大会

　第49回 北海道中学校サッカー大会 8/2･3･4 七飯･鹿部

　第8回北海道ユース(U-14)8人制サッカー大会
　　道北ブロック大会

8/4･5 士別

３種　　　 詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

　第2回道北ブロックカブスリーグ U-15

5/22･23･29･30
･6/5･6･12･13
･26･27

･8/21･22･29

各地

平成２２年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)



大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第11回北海道フットサルリーグ　1ｓｔステージ
5/23･6/13
･7/4･18･8/1
･8･22･29･9/1

D.C 旭川FC　優勝 各地

　第5回全道大学フットサル大会
　　 兼 第6回全日本大学フットサル大会北海道予選

5/29･30 FC旭大 予選3位 旭川

旭川女子アチーボ 1部3位
Ｄｉｖｅｒｔｉｄｏ旭川 2部3位

cielo happy feliz sala 2部6位
シエロ ５位

羽幌エストレーラ 10位
　第5回　全道ビーチサッカーフェスティバル in 石狩
　　　兼　全国ビーチサッカー大会2010北海道予選

7/25 旭川砂浜蹴球部 予選3位 石狩

　第２回 ADVANCED CUP 9/23 旭川選抜　４位 札幌

　第11回北海道フットサルリーグ　２ｎｄステージ

9/26･10/17･24
･11/14･28･
12/12

･19･26･1/16

D.C 旭川FC 5位　年間　5位 各地

旭川女子ｱﾁｰﾎﾞ　３位
Divertido旭川 予選4位

　第１回全道地区選抜フットサル大会
　　(十勝ﾌｯﾄｻﾙ連盟１０周年記念）

10/16･17 旭川選抜　準優勝 帯広

近文 第1代表
北光 2回戦
ＧＢＢ 1回戦
末広北 第3代表
上富良野 1回戦
永山 1回戦

　第6回全道自治体職員フットサル大会(北ブロック) 11/13･14 旭川市役所ＦＣ 優勝 紋別
　第２回　全道女子（Ｕ－１５）フットサル大会
　兼第1回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選

11/20･21 旭川女子ﾄﾚｾﾝU-15 準優勝 釧路

　第２１回全道少女フットサル大会 11/20･21 旭川女子ﾄﾚｾﾝU-12 3位 釧路
近文ｼﾞｭﾆｱｲｰｸﾞﾙｽ 予選3位

末広北ｻｯｶｰ少年団 決勝T 1回戦
道教大附属旭川中学校 4位
ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15 予選2位
D.C Asahikawa Futsal Club 優勝
K･ S disfida 決勝T 1回戦

　第22回全道ユース(Ｕ-18)フットサル選手権大会 1/9･10 旭川凌雲高等学校 優勝 札幌
ﾚﾃﾞｨｰｽ(ﾋﾞｷﾞﾅｰ)の部　Ｅｓｔｒｅｌａ　３位
Ｕ－１０の部 Ａブロック

　旭川末広少年団 2回戦
Ｕ－１０の部 Ｂブロック

　留萌ｼﾞｭﾆｱFC 予選3位
Ｕ－１２の部 Ｂブロック
　留萌ｼﾞｭﾆｱFCｲﾝﾃﾙ 予選3位

Ｕ－１２の部 Ｃブロック
　羽幌ＦＣＪｒ. 予選3位

Ｕ－１２の部 Ｄブロック
　留萌ｼﾞｭﾆｱFCﾚｱﾙ 予選2位

一般の部 Ａブロック
　Ｄ．Ｌａｇｏｓｔａ ３位
　ﾀﾛｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 予選4位

一般の部 Ｂブロック　プレジール 優勝

一般の部 Ｃブロック
　ＣＥＲＶＥＺＡ 予選2位

　2000SELECTION 予選2位
　全道フットサル選手権２０１１(U-14の部) 2/12･13 附属旭川中学校 ﾍﾞｽﾄ8 札幌

留萌市役所ｻｯｶｰ部 11位

旭川市役所FC 5位

フットサル　　詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

　第４回レディースフットサル ノービスリーグ

6/20･7/4･11･
8/8･9/5･12･
10/24･11/28･
12/5･1/30

各地

平成２２年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)

　「フットサル DE あそばナイト」交流戦
　　　スペシャルDEナイト 7月

7/24 札幌

　第９回北海道レディースフットサル大会
　兼 第７回全日本女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会北海道予選

10/2･3 札幌

　ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会
　　道北ブロック大会

11/7 名寄

　ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第19回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選 12/4･5 砂川

　第２２回全道ジュニアユースフットサル大会
　兼 第16回全日本ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選

12/11･12 苫小牧

　PUMA CUP 2011
　　第16回全日本フットサル選手権北海道地域大会

1/9･10 釧路

　２０１０“コンサドーレカップ”
　第１１回全道市町村サッカーフェスティバル

1/15･22･23 札幌

　第６回全道自治体職員フットサル大会(南ﾌﾞﾛｯｸ) 2/19･20 三笠



大　会　名 期　日 結　果 開催地
近文ｼﾞｭﾆｱｲｰｸﾞﾙｽ 3位

末広ｻｯｶｰ少年団 決勝T
Divertido旭川 予選4位
旭川女子ｱﾁｰﾎﾞ 予選4位
D.C 旭川FC 準優勝
young star's 予選3位
旭川ｼﾆｱ50 50の部A3位
旭川四十雀SC 40の部優勝

旭川四十雀ｵｰﾊﾞｰ35 普及 準優勝
羽幌FCJr 7位

鷹栖ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr 9位
末広サッカー少年団 10位
西御料地ｻｯｶｰ少年団 5位
北光ｻｯｶｰ少年団6年 優勝
北光ｻｯｶｰ少年団5年 8位
Divertido旭川 12位

　北海道フットサル地区リーグ決勝大会 3/5･6 K・S disfida 予選2位 札幌

　PUMA CUP
　　2011 第16回全日本フットサル選手権大会

3/4･5･6
11･12･13

D.C 旭川FC ｸﾞﾙｰﾌﾞ4位
大阪･兵庫
･東京

大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第5回シニア８人制サッカーフェスティバル 4/17･18
旭川ｼﾆｱ50FC 50ﾘｰｸﾞ1位
旭川四十雀 40ﾘｰｸﾞ2位
ﾏｽﾀｰｽﾞS.C 普及ﾘｰｸﾞ1位

札幌

　第35回　全道シニア４０サッカー大会
　兼日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2010ｻｯｶｰ競技北海道予選大会
　　　兼 北海道シニア４０地域交流戦

7/17･18･19 旭川四十雀 予選2位 小樽

　北海道シニアドリームマッチフェスティバル2010 8/7･8 旭川選抜 1勝1敗 士別
旭川シニア６０ ２位
旭川シニア５０ ５位
旭川四十雀 ２位

　第18回　全道シニア５０サッカー大会　兼
　　平成23年度全国シニア（６０歳以上）
　　　サッカー大会北海道予選大会

9/18･19･20 旭川ｼﾆｱ60FC 予選3位 札幌･江別

　第26回　全道シニア５０サッカー大会　兼
　　平成23年度全国シニア（５０歳以上）
　　　サッカー大会北海道予選大会

9/18･19･20 旭川ｼﾆｱ50FC 予選2位 札幌･江別

旭川四十雀 Aﾘｰｸﾞ１位
ＦＣ オーバー 普及１位
旭川シニア５０ＦＣ

旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

大　会　名 期　日 結　果 開催地
旭川ふたば幼稚園マスターズ

忠和サッカーキッズ
旭川ふたば幼稚園キュレム
旭川ふたば幼稚園ミラクル

個人参加　１０名
詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

　第４回　全道シニアクラブ王座決定戦　 10/31 札幌

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

キッズ

12/12　ユニクロサッカーキッズ！ In 札幌ドーム ２０１０ 札幌

シニア

　第10回北海道シニアサッカー大会 8/21･22 夕張

　第６回全道シニア8人制サッカー大会　 10/9･10 中標津

　第６回北海道シニアフットサルフェスティバル 2/26･27 札幌

　全道フットサル選手権２０１１(Ｕ－１２) 2/19･20 札幌

　第２１回全道フットサル選手権(女子の部) 2/19･20 帯広･音更

　はぼろフットサルプレフェスティバル 2/27 羽幌

全国大会

平成２２年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)
フットサル　　詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.geocities.jp/asahikawafootballassociation/）まで

　全道フットサル選手権２０１１(一般の部) 2/19･20 札幌


