
平成２５年度地区大会結果 １種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

　平成25年度　市民大会 4/28・5/5・6

優勝 旭川医科大学サッカー部
２位 BIEI　FC　Grazie
３位 リオグージョ旭川
　　 旭蹴会

－

　第20回全国クラブチーム
　　サッカー選手権大会旭川地区予選

5/12
優勝　VERDELAZZO旭川
２位　旭蹴会

VERDELAZZO旭川

旭蹴会
　8/4 道北ﾌﾞﾛｯｸ大会

　平成25年度　知事杯旭川地区予選大会 5/25・26
Ａﾌﾞﾛｯｸ代表 旭川医科大学サッカー部
Ｂﾌﾞﾛｯｸ代表 旭川商業高等学校

旭川医科大学サッカー部

旭川商業高等学校
7/20・21・8/4・24・25　全道

　平成25年度全道社会人サッカー選手権大会　兼
　　第49回全国社会人サッカー選手権大会旭川予選

7/6・7
優勝　旭蹴会
２位　BIEI FC Grazie

旭蹴会
　8/17～19　全道　中標津

　第31回旭川カップ 10/6・13
優勝　旭蹴会
２位  旭川市役所
３位　2000SELECTION

－

　平成25年度旭川社会人サッカーリーグ(１部) 5/19～9/15

１位　２０００SELECTION
２位　旭川自衛隊
３位　ＳＳＣ
４位　ＦＯＲＺＡ・ＭＥＺＺＯ
５位　旭川大雪クラシックサッカー部
６位　エスペビオ留萌ＦＣ
７位　ツインリーブス
８位　フットボールクラブ　ビッチーズ

－

　平成25年度旭川社会人サッカーリーグ(２部) 5/19～9/1

１位　ＰＬＡＩＳＩＲ（プレジール）
２位　泥酔
３位　旭川市役所ＦＣ
４位　ＦＣ　ＳＵＮＮＹ
５位　アストーレＳ．Ｃ
６位　ＶＡＮＩＳＨ
７位　Ｊｕｐｉｔｅｒ
８位　きっくまん

－

　平成25年度旭川社会人サッカーリーグ(３部) 6/9～9/1

１位　ＣＨＩＰ　ＫＩＣＫ　ＦＣ
２位　ＦＣ　ましけ
３位　ＦＣ　ＢＥＬＬＷＯＯＤ
４位　旭川信用金庫サッカー部ＡＳＫ.ＦＣ
５位　ＳＣチーフスプラメジャー
６位　昭和ランバーズ
７位　日本製紙旭川ＦＣ
８位　ＦＣ　トゥルーズ
９位　アミスタ
10位　Ｐ・Ｄ　ＳＵＰＥＲＩＯＲ
11位　旭川 ＯＬＤ ＢＯＹＳ 1995

－

平成２５度地区大会結果 ２種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

Aﾌﾞﾛｯｸ１位　旭川凌雲高等学校

Bﾌﾞﾛｯｸ１位　旭川商業高等学校

Cﾌﾞﾛｯｸ１位　富良野緑峰高等学校

Dﾌﾞﾛｯｸ１位　旭川北高等学校

優　勝　旭川実業高等学校 旭川実業高等学校

準優勝　旭川商業高等学校 旭川商業高等学校

３　位　旭川西高等学校 6/18～21

　　　　旭川凌雲高等学校 全道　札幌

優　勝　旭川商業高等学校

準優勝　旭川凌雲高等学校

３　位　旭川南高等学校

　　　　富良野緑峰高等学校

優　勝　旭川実業高等学校

準優勝　旭川商業高等学校

３　位　旭川凌雲高等学校

　　　　旭川明成高等学校

優　勝　旭川実業高等学校

準優勝　旭川北高等学校

３　位　旭川大学高等学校

　第66回北海道高等学校
　　サッカー選手権大会旭川支部予選会

5/28・29
・30・31

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.afa11.com/）まで

　旭川地区高等学校サッカー秋季大会
9/28・29
・10/5・6
・12・13

-

　平成25年度全道ユース（Ｕ－１８）
　　　フットサル大会　旭川地区予選大会

12/15

旭川実業高等学校
旭川北高等学校

旭川大学高等学校
1/11・12　全道　帯広

　平成25年度全国高等学校
　　サッカー選手権大会旭川地区予選

8/18・24・25・
31・9/1

旭川実業高等学校
旭川商業高等学校

10/19・20・21・26・27
　全道　札幌

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.afa11.com/）まで
旭川社会人連盟ホームページ（http://footballsyakaijinn.web.fc2.com/）まで

　平成25年度旭川地区
　　　　高等学校サッカー春季大会

4/28・29・30・
5/3・4

－



平成２５年度地区大会結果 ３種
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

　第5回道北ブロックカブスU-15　兼
　　第20回大雪ライオンズクラブ旗争奪
　　　ジュニアユース選手権

5/4
　～9/8

優　勝 旭川市立広陵中学校
準優勝 旭川市立北門中学校
第３位 旭川市立永山中学校

旭川市立広陵中学校
道ﾕｰｽ

10/12・13・14・19・20・26　札幌

　平成25年度あさひかわ新聞杯
　　第4回旭川･道北ブロックカブスU-15
　　　（前期）

4/27
　～7/29

優　勝 上富良野町立上富良野中学校
準優勝 旭川市立東明中学校
第３位 北海道教育大学附属旭川中学校

　　　 富良野市立富良野東中学校

－

　平成25年度イレブン杯サッカー大会
4/29

　～10/6

優　勝 旭川市立北門中学校
準優勝 コンサドーレ旭川U-15
第３位 旭川市立忠和中学校
　　　 旭川市立神楽中学校

－

　第4回旭川地区Ｕ－１３リーグ
　　第4回旭川地区サテライトリーグ

5/11
～7/28

８チーム参加
１６チーム参加

－

　ソルダリオリーグ2013 6/15・22・23 参加29チーム(旭川地区25チーム) －

　第66回旭川市中体連
　　　　　　　　　サッカー大会

7/2・3・4

優　勝 旭川市立広陵中学校
準優勝 旭川市立北門中学校
第３位 旭川市立永山中学校
　　　 旭川市立忠和中学校

旭川市立広陵中学校
旭川市立北門中学校
旭川市立永山中学校
旭川市立忠和中学校

7/12・13　名寄

平成25年度中央地区中体連サッカー大会 6/28・29
優　勝 鷹栖町立鷹栖中学校
準優勝 東川町立東川中学校

鷹栖町立鷹栖中学校
　7/12・13　名寄

平成25年度富良野地区中体連サッカー大会 7/2 優　勝 上富良野町立上富良野中学校 上富良野町立上富良野中学校
　7/12・13　名寄

平成25年度留萌管内中体連サッカー大会 6/25 優　勝 増毛町立増毛中学校 増毛町立増毛中学校
　7/29・30・31　倶知安町・岩内町

　平成25年度上川支庁代表決定戦 7/12・13

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 旭川市立忠和中学校
　　 　上富良野町立上富良野中学校

旭川市立北門中学校
　7/29・30・31　倶知安町・岩内町

　平成25年度
　　第4回旭川・道北ブロックカブスU-15
　　　（後期）

8/10～10/12

ブロックカブスルート
優　勝　旭川市立東明中学校
第２位　旭川市立永山南中学校
第３位　旭川市立神楽中学校
 　     上富良野町立上富良野中学校
地区カブスルート
準優勝 旭川市立神居中学校
第３位 旭川市立忠和中学校2nd
　　　 東川町立東川中学校

東明・永山南・神楽
・上富良野・神居

・忠和・東川
道北チャレンリーグ

　第3回旭川・道北チャレンジリーグ
10/12・13・14・

19・20・26

ｸﾞﾙｰﾌﾟA　コンサドーレ旭川U-15　１位
　　　　 旭川市立啓北中学校　　２位
　　　　 旭川市立永山南中学校　３位
ｸﾞﾙｰﾌﾟB　旭川市立忠和中学校　　３位

コンサドーレ旭川U-15
旭川市立啓北中学校
ブロックカブス参入

　第25回Ｕ－１５旭川地区
　　ジュニアユースフットサル大会
　　　兼　第25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

11/9・10

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 旭川市立永山東中学校
　　　 北海道教育大学附属旭川中学

コンサドーレ旭川U-15
旭川市立北門中学校

　11/16　名寄

　第11回全道ﾌｯﾄｻﾙ2012(U-14)
　　旭川地区予選

12/21・22

優　勝 コンサドーレ旭川U-15
準優勝 旭川市立光陽中学校
第３位 旭川市立愛宕中学校
　　　 旭川市立北門中学校

コンサドーレ旭川U-15
旭川市立光陽中学校

　3/1・2　江別

　第15回プレイヤーズカップ
　　フットサル大会

1/18・2/1・2

優　勝 旭川市立広陵中学校
準優勝 旭川市立東光中学校
第３位 旭川市立北門中学校
　　　 旭川市立六合中学校

－

平成２５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 7/18 ５０４名参加 ロワジール

Ｆリーグ旭川開催 9/29
エスポラーダ北海道 4－ 2（前半1-2）バルドラール浦安

≪観客動員数≫1,529名 大雪アリーナ

旭川地区サッカー協会主催クリスマスパーティー 12/18 ４６３名参加 ロワジール
日韓交流事業 8/30～9/2 水原選手団75名　旭川225名 忠和公園
芝のメンテナンス 10/10 カムイの杜365名　忠和公園419名参加 カムイの杜・忠和公園
ガールズサッカースクール 4月～3月 毎週平均35名参加 緑新小・新富小
幼稚園・保育園巡回指導 6/19～1/28 ３８園訪問園児９８２名 市内・近郊幼稚園・保育園
サッカースクール(１･２年生) 4月～3月 神楽岡小１１７２名　東川SS　５３９名 神楽岡小・東川町内
サッカースクール(３･４年生) 4月～11月 １００７名参加 北光小
GKサッカースクール（３・４年生） 5月～3月 随時 市内小学校・体育館
キッズトレセン（４年生） 5月～3月 随時 市内小学校・体育館
キッズサッカーフェスティバル 6月23日 67名参加
キッズサッカーフェスティバル 10月20日 U-10・U-8・U-6　参加者217名
エリートサッカークリニック（U6・U8) ９月２８日 80名 カムイの杜
親子サッカー教室 ９月２９日 38組82名参加 カムイの杜
サッカースクール（３年生のみ） 11月2日 28名参加 大成体育館
2年生以下サッカー教室(幼稚園・保育園を含む） 2月1日 ４０名参加 大成体育館

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.afa11.com/）まで

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.afa11.com/）まで



平成２５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37回全日本少年サッカー大会北海道予選
　　道北ブロック大会旭川地区予選

5/11・12

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 エスピーダ旭川
　　　２位 忠和サッカー少年団
　　　３位 高台サッカースポーツ少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 西御料地FC
　　　２位 旭川ネイバーズFC
　　　３位 東光サッカー少年団

エスピーダ　忠和
高台　西御料地

ネイバーズ　　東光
道北ブック大会6/8　士別

旭川地区U12・U11前期リーグ 4/21・6/15・7/20 37チーム参加 －

全道少年Ｕ－10　8人制サッカー大会
　　北北海道大会旭川地区予選（４年生大会）

6/1・2

Ⅰﾌﾞﾛｯｸ優勝 愛宕ｻｯｶｰ少年団B
　　　２位 留萌ｼﾞｭﾆｱFC
　　　３位 陵雲サッカー少年団
　　　４位 千代田JFC
Ⅱﾌﾞﾛｯｸ優勝 末広サッカー少年団
　　　２位 増毛町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
　　　３位 朝日サッカー少年団
　　　４位 鷹栖フットボールクラブJr.
Ⅲﾌﾞﾛｯｸ優勝 エスピーダ旭川
　　　２位 神楽岡サッカー少年団
　　　３位 忠和サッカー少年団
　　　４位 永山南ｻｯｶｰ少年団
Ⅳﾌﾞﾛｯｸ優勝 旭川GrinBearBoys
　　　２位 FCリベルタ
　　　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 西御料地FC

愛宕B
末広

エスピーダ
GBB

7/13・14・15帯広

道新スポーツ旗第45回全道
　　　　サッカー少年団大会　旭川地区予選

7/6・7

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 エスピーダ旭川S
　　　２位 永山サッカー少年団A
　　　３位 東光サッカー少年団
　　　　　 陵雲サッカー少年
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 愛宕サッカー少年団A
　　　２位 エスピーダ旭川A
　　　３位 向陵サッカークラブ
　　　　　 北光サッカー少年団

エスピーダS　愛宕A
7/26・27・28・29　赤井川

旭川地区U12・U11後期リーグ 8/17・24・9/21 38チーム参加 －

トラック協会杯第25回全道少年団（Ｕ－１１）
　　　　　　サッカー大会旭川地区予選

9/7･8

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 愛宕サッカー少年団B
　　　２位 旭川ネイバーズFC
　　　３位 中富良野町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
　　　 　　近文ｼﾞｭﾆｱｲｰｸﾞﾙｽ
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 西御料地FC
　　　２位 向陵サッカークラブ
　　　３位 末広北サッカー少年団
　　　　　 朝日サッカー少年団A

－

全道少年(U-11)８人制サッカー大会
　　　　　　旭川地区予選

9/7･8

優　勝　エスピーダ旭川
準優勝　東川サッカー少年団
３　位  神居東サッカー少年団
　　　　朝日サッカー少年団

－

平成25年度　第2回ヤマザキ・旭川ガス杯
　　道北地域少年サッカー大会

9/14・
15・16

優　勝　エスピーダ旭川
準優勝　永山サッカー少年団
３　位  愛宕サッカー少年団
　　　　FCリベルタ

－

第21回東ライオンズクラブ旗
　争奪少年サッカー大会

10/12・13

優　勝 西御料地FC
準優勝 愛宕サッカー少年団B
３　位 永山南サッカー少年団
　　　 東光サッカー少年団

－

平成25年度バーモントカップ
　第23回全日本少年フットサル大会
　旭川地区予選

10/26・27

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 西御料地FC
　　　２位 永山南サッカー少年団
　　　３位 末広ｻｯｶｰ少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 エスピーダ旭川
　　　２位 高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
　　　３位 永山サッカー少年団

西御料地FC
永山南サッカー少年団

末広ｻｯｶｰ少年団
エスピーダ旭川

高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
永山サッカー少年団

　11/3　　名寄

第21回ふじ・ウェスタン杯
　　少年フットサル大会

11/23・24・

12/7・8

４年生優　勝 朝日サッカー少年団
　　　準優勝 愛宕サッカー少年団B
　　　３　位 末広サッカー少年団
　　　　　　 末広北サッカー少年団
５年生優　勝 エスピーダ旭川
　　　準優勝 旭川ネイバーズFC
　　　３　位 東川サッカー少年団
　　　　　　 西御料地FC
６年生優　勝 西御料地FC
　　　準優勝 永山南ｻｯｶｰ少年団
　　　３　位 忠和サッカー少年団
　　　　　　 エスピーダ旭川

－

全道フットサル選手権2014　U-12の部
　　　　　　　　　　旭川地区予選

1/18・19

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 エスピーダ旭川
　　　２位 永山南ｻｯｶｰ少年団
　　　３位 北光サッカー少年団
　　　　　 旭川ネイバーズFC
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 西御料地FC
　　　２位 高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
　　　３位 末広サッカー少年団
　　　　　 向陵サッカークラブ

エスピーダ旭川
西御料地FC
　2/22・23　帯広

詳細は、旭川地区サッカー協会ホームページ（http://www.afa11.com/）まで



平成２５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

2013旭川フットサルリーグ　(１部)

5/19・6/2・
15・16・7/7・
8/18・25・
9/7・8・23・
10/13・14・

26・27・
12/15・21・

22・1/12・2/2

優　勝　REVOLVER
準優勝　AEF Redil/Bamboo
３　位　G.T.K
４　位　Ashizaru
５　位　K・Srigustare
６　位　New Blood
７　位　HAYATO
８　位　AS CIELO FUTSAL CLUB

REVOLVER
北海道ﾌｯﾄｻﾙ地区リーグ

決勝大会
2/22・23　札幌

2013旭川フットサルリーグ　(２部)

5/19・6/2・
23・7/7・
8/18・25・

10/6・12/15・
1/12・2/2

優　勝　Nagayama Futsal Club
準優勝　VANISH
３　位　Avalanchi
４　位　Fogonet's
５　位　ブレスDX
６　位　caliente

－

2013旭川フットサルリーグ　(３部)

5/12・6/9・
7/14・8/11・
9/15・10/6・
11/17・12/8・

1/19・2/9

優　勝　EL BORRACHO
準優勝　LIAN
３　位　TFC atadula
４　位　FC旭大
５　位　FC BANKERS
６　位　美瑛ﾌｯﾄｻﾙ青年団

－

2013旭川フットサルリーグ　(４部)

5/19・6/2・
7/7・8/17・
18・24・25・
9/29・10/6・
12/15・1/12・

2/2

優　勝　F.C.R.D
準優勝　ナッキーズ
３　位　リベルタージ
４　位　SIESTA
５　位　クラビッツ
６　位　as cielo sakuragumi

－

2013旭川フットサルリーグ　(５部)

5/12・6/9・
7/14・8/11・
9/15・10/13・
11/17・12/8・

1/19・2/9

優　勝　DIMLY
準優勝　Enurta
３　位　confia
４　位　RERA KAMIKAWA
５　位　シュートFC
６　位　緑の森
７　位　463
８　位　Estadio
９　位　WISH
１０位　A-FOOT
１１位　Animado

－

１１位　Animado

2013　旭川オータムフットサルフェスティバル髙橋健介
RAD FUTSAL CUP&RAD FUTSSL PROJECT
フットサルクリニック

9/16

優　勝　Divertido旭川A
準優勝　Divertido旭川B
３　位　K・S　disfida
　　　　GTKリアライズ

－

第19回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会旭川地区予選 11/4
優　勝　K・S　disfida
準優勝　DC Asahikawa Futsal Club

K・S　disfida
DC

Divertido旭川
　1/11・12　苫小牧

全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権2014(一般の部)旭川地区予選 12/23・29
優　勝　K・S　disfida
準優勝　VERDELAZZO旭川

K・S　disfida
3/1・2　札幌

U7　2チーム参加

U8　10チーム参加

U9　10チーム参加

U10　10チーム参加

U11　12チーム参加

U12　12チーム参加

U18　6チーム参加

JFAﾌｧﾐﾘｰﾌｯﾄｻﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2013 with KIRIN in旭川
 with眞堺名オスカー&VEEX TOKYO　Ladies

12/28・292013　Xmas CUP －

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.afa11.com/）まで

1/25・26 －430名参加


