
大　会　名 期　日 結　果 開催地

　平成27年度北海道サッカーリーグ
　　第13回 道北ブロックリーグ

5/17～9/20

VERDELAZZO旭川 優勝
旭蹴会 2位

リオグージョ旭川 3位
各地

　第7回全道ミドル（３０ｏｖｅｒ）サッカー選手権大会　 7/4・5
旭川大雪ｸﾗｼｯｸｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　2位

旭川2000SELECTION　MD 1回戦
岩見沢

　平成27年度全道社会人サッカー選手権大会　兼
　第51回全国社会人サッカー選手権大会北海道予選

8/8・9・10 2000SELECTION　1回戦 函館

　第22回全国クラブチームサッカー選手権大会北海道大会 9/5・6 VERDELAZZO旭川　1回戦 札幌
　第13回北海道ｻｯｶｰﾘｰｸﾞﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ決勝大会 10/10・11・12 VERDELAZZO旭川　優勝 旭川
　平成27年度第11回全道社会人選抜サッカー大会　 9/12・13 旭川選抜　予選Ａ3位 中札内
　全道自衛隊サッカー大会　兼
　　第50回全国自衛隊サッカー大会北海道予選

10/10・11・12 旭川自衛隊　１回戦 千歳

5/16・17・23 北海道教育大学旭川校　3回戦

・24・30・31 旭川医科大学　1回戦

各地

　第48回北海道地区高等専門学校サッカー選手権大会
　　兼第51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

7/18・19・20 旭川工業高等専門学校　4位 鶴居村

　第6回全国高等学校（U-19)サッカー新人大会 10/12・13 　旭川工業高等専門学校　3位 日高

大　会　名 期　日 結　果 開催地
１部　優勝：実業B

２位：明成　３位：商業　４位：北
５位：東　６位：南　　８位：西
２部　１位：実業C　２位：旭大

３位：工業　５位：明成B
　７位：南B　　９位：緑峰

高円宮杯Ｕ-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2015プリンスリーグ北海道
4/26・5/2・6・10・6/27・
7/4・12・18・8/22・30・

9/6･13･20･10/4

旭川実業高等学校　優勝
旭川凌雲高等学校　７位

各地

　第68回北海道高等学校サッカー選手権大会　兼 旭川実業高等学校　準優勝
旭川東高等学校　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　 旭川凌雲高等学校　2回戦

高円宮杯U-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2015ﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ北海道参入戦 10/3・4・10
旭川凌雲高等学校　1回戦
旭川明成高等学校　1回戦

浜厚真

　第94回全国高等学校 旭川実業高等学校　2回戦

　　サッカー選手権大会北海道大会
旭川凌雲高等学校　2回戦
旭川商業高等学校　1回戦

　北海道U-16ﾄﾚｾﾝﾘｰｸﾞ 6/20～7/5 道北ブロック　2位 札幌

全国高等学校総合体育大会サッカー競技 8/3～9 旭川実業高校　3回戦 兵庫県

高円宮杯U-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2015プレミアリーグ参入戦 12/11･13 旭川実業高校　1回戦 広島県

平成２７年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)
１種

6/20・21・22・
23

　第45回全道自治体職員サッカー選手権大会 釧路FCましけ 1回戦

7/25・26・
8/2・22・23

　平成２7年度第39回総理大臣杯
　　全日本大学サッカートーナメント北海道大会

各地

　平成27年度第34回北海道学生サッカーリーグ
　　　　（2部）

　第３3回知事杯全道サッカー選手権大会
北海道教育大学旭川校　1回戦

旭蹴会　2回戦

6/16・17・18・
19

10/17・18・
19・24・25

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

全国大会

旭川

札幌

各地

4/25・26・5/9・10・16・
6/6・7・13・14・27・28・
7/5・12・13・19・20・25・
26・8/15・16・9/12･13･

19･20

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

２種

高円宮杯Ｕ-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2015北海道　道北ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ

北海道教育大学旭川校　4位
旭川医科大学　8位

6/13・14・20・21・
7/12・18・19・
8/23・29・30・
9/13・19・26・

10/3・11・12・17・
24・11/1

各地



大　会　名 期　日 結　果 開催地
　ＪＦＡプレミアカップ２０１５ supported by
NIKE 北海道大会

4/18・19 コンサドーレ旭川Ｕ－１５　4位 札幌

　第9回北海道カブスリーグＵ－１５　1部
4/25・29・5/10・16・30・

6/6・13・20・7/25・
8/22・9/5・12・20・10/3

コンサドーレ旭川Ｕ－１５　6位 各地

　第7回北海道カブスリーグＵ－１３　1部
4/25・29・5/9・16・30・

6/6・13・20・7/25・
8/22・9/5・12・19・10/3

コンサドーレ旭川U-15　4位 各地

旭川市立緑が丘中学校　2位
旭川市立永山中学校　4位
旭川市立愛宕中学校　5位
旭川市立啓北中学校　6位

コンサドーレ旭川U－１５　２ｎｄ　7位
旭川市立北門中学校　8位

　第21回北海道ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会
6/20・21・27・
28・7/4・5・11・

12
コンサドーレ旭川U-15　2回戦　 夕張・札幌

旭川市立愛宕中学校　1回戦
増毛町立増毛中学校　1回戦

広陵A・広陵B・附属・中富良野
啓北・光陽・東光・神居

　第2回地区カブスリーグ決勝大会　兼 旭川市立永山南中学校　2回戦
 　　　　 高円宮杯北海道大会地区代表決定戦 北海道教育大学附属旭川中学校 3位

　2015北海道カブスリーグU-15　参入戦 10/10・11・12 旭川市立緑が丘中学校　準優勝 伊達

コンサドーレ旭川U-15　2回戦

　北海道ﾄﾚｾﾝU-13冬季交流大会 1/9・10　 道北ﾄﾚｾﾝ 札幌

 2015JリーグU-14　ポラリスリーグ 3月～12月 コンサドーレ旭川U-15　5位 各地

　エスパルス杯争奪第17回Shimizu Jrユースサッカー大会　 12/19・20 旭川ﾄﾚｾﾝU-15　3位T2回戦 静岡県

大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第11回シニア８人制サッカー大会 5/4・5
旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　40Bリーグ優勝

旭川シニア50FC  50Aリーグ優勝
札幌

　第40回　全道シニア４０サッカー大会　兼
　第3回全国シニア(40歳以上)ｻｯｶｰ大会北海道予選

7/18・19・20 旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　決勝1回戦 中札内

　第2回北海道シニア8サッカーツアー 8/1・2 旭川FCｵｰﾊﾞｰ　40部門優勝 稚内

　道北シニアリーグ
5/24・6/7・
7/5・8/9・
9/6・27

旭川四十雀優勝
旭川FCｵｰﾊﾞｰ3位・大雪ｸﾗｼｯｸ5位

留萌6位・旭川50FC7位

旭川
士別

旭川シニア60FC　60Cリーグ3位
旭川シニア50FC　５０Cリーグ　2位

旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　40Cリーグ　1位

　第31回全道シニア５０サッカー大会　兼
　第15回全国ｼﾆｱ(50歳以上)ｻｯｶｰ大会北海道予選大会

9/19・20・21 旭川シニア５０FC　予選A　2位　 栗山

大　会　名 期　日 結　果 開催地
　第23回北海道女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 6/20・21 旭川女子ｱﾁｰﾎﾞU-15　1回戦 浜厚真

　第4回北海道高等学校総合体育大会女子サッカー競技 6/16・17・18・19 旭川南高等学校　１回戦 旭川

　北海道女子8人制ﾘｰｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　北海道ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｴｲﾄﾘｰｸﾞ 7/25・8/29・10/4　 旭川南高等学校　8位 札幌

　北海道トレセンU-12(全道少年少女選抜)<少女の部> 8/4・5・6 道北ﾄﾚｾﾝ　優勝 池田

　第13回JFA北海道ガールズエイト（U-12)サッカー大会 9/22・23 道北ﾄﾚｾﾝ　予選B3位 小樽

　第２４回北海道高等学校女子サッカー選手権大会　兼　第
２４回全日本高等学校女子サッカー選手権大会北海道予選

10/10・11・12　 旭川南高等学校　1回戦 札幌

シニア

　第15回北海道シニアサッカー大会 8/23・24 夕張

　第7回道北ブロックカブスリーグ U-15 4/25～9/27 各地

平成２７年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)
３種

　第54回 北海道中学校サッカー大会 7/29・30・31　
帯広・幕

別

　平成27年度　8人制サッカー道北ブロック大会U-14　

全国大会

　第27回北海道ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会
　　兼 第27回高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会

10/10・11・12 小樽

10/17・18・
24・25・11/3

札幌

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

8/3・4 士別

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

女子



大　会　名 期　日 結　果 開催地
ＮＥＡＴＨ　ＦＣ　準決勝

西御料地ＦＣ　決勝２回戦
エスピーダ旭川　決勝２回

末広サッカー少年団　決勝１回戦
ＦＣ　ＡＳＴＲＯ　ＢＯＹＳ　決勝１回戦

旭川北鎮Ｊｒ.ＦＣ　決勝１回戦
エスピーダ旭川　決勝２回戦
末広ｻｯｶｰ少年団　予選D２位

　北海道トレセンU-12(全道少年少女選抜)（全道少年少女選抜） 8/5・6・7 旭川トレセン　優勝 池田町
愛宕ｻｯｶｰ少年団B　予選A2位

ふらのFC　予選A3位
エスピーダ旭川　代表

旭川GrinBearBoys　予選B3位
末広ｻｯｶｰ少年団　代表

FCリベルタ旭川　予選C3位
　日韓交流U-12サッカー大会 9/12・13 旭川ﾄﾚｾﾝU-12　Aﾌﾞﾛｯｸ３位 札幌

　トラック協会杯第２7回全道少年団(U-11)サッカー大会　 9/21・22・23　
エスピーダ旭川　優勝

神楽岡サッカー少年団　Fﾌﾞﾛｯｸ3位
札幌

エスピーダ旭川　1回戦
末広サッカー少年団　2回戦

　冬季プレミア（U-12）サッカー大会 1/30・31 旭川ﾄﾚｾﾝ-12 3位 札幌

大　会　名 期　日 結　果 開催地

大　会　名 期　日 結　果 開催地
末広ｻｯｶｰ少年団　代表1

愛宕ｻｯｶｰ少年団B　代表2
旭川ｺｽﾓｽJFC　代表3

D.C Asahikawa Futsaｌ Club　 2回戦
Divertido旭川　 2回戦 江別

K.S disfida　3回戦

　第5回北海道女子フットサルリーグ　1部 6/14～1/11
旭川女子アチーボ　4位

Divertido旭川Ａｌｅｇｒｅ　6位
各地

　第1回ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄｻﾙﾉｰﾋﾞｽ･ｲﾊﾟﾈﾏﾘｰｸﾞ2015 7/12-2/21 as cielo.L.asahikawa  各地

　第16回北海道フットサルリーグ １ｓｔ　5/31～8/30
２ｎｄ　9/13～12/20

Divertido旭川　1位
DCAsahikawa　Futsal　Club　5位

K.S disfida　10位
各地

末広ｻｯｶｰ少年団　予選A3位
愛宕ｻｯｶｰ少年団B　予選B3位

旭川ｺｽﾓｽJFC　決勝1回戦
　第10回全道ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ大会In石狩　兼第10回全国ﾋﾞｰ
ﾁｻｯｶｰ大会北海道予選

7/19 旭川砂浜蹴球部　4位 石狩

　第14回北海道レディースフットサル大会　兼
　第12回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

9/13・27
旭川女子アチーボ　Cｸﾞﾙｰﾌﾟ２位

Divertido旭川Ａｒｅｇｒｅ　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ３位
江別

　第6回全道地区選抜フットサル大会 10/10・11 旭川地区選抜　ﾌｪﾆｯｸｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ1位 釧路

　第27回全道ユース（U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会
道北ブロック予選

11/4

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15　2位
旭川市立啓北中学校　3位

旭川市立永山南中学校　予選A3位
旭川市立東光中学校　予選A4位

旭川市立緑が丘中学校　予選B3位
旭川市立愛宕中学校　予選B4位

名寄

　第7回　全道女子（Ｕ－１５）フットサル大会
　兼 第6回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選

11/14・15
旭川女子ｱﾁｰﾎﾞU-15　1回戦
旭川女子ｱﾁｰﾎﾞU-13　1回戦

函館

４種

　ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第25回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会
　　道北ブロック大会

7/18・19・20　第12回全道少年U-10サッカー 北北海道大会

7/25・26・27・
28

　第39回全日本少年サッカー大会北海道予選 10/10・11・12 恵庭

　第39回全日本少年サッカー大会道北ブロック予選 9/5 士別

帯広

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

　第4回北海道フットサルリーグカップ

キッズ

フットサル
詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

11/16 札幌旭川ふたば幼稚園みらくるはーとだいや　

名寄

　ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第25回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選 7/11・12 江別

5/9･10

　JFAユニクロサッカーキッズ！ In 札幌ドーム

平成２７年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)

赤井川　道新スポーツ旗　第47回全道サッカー少年団大会

4/4



　第11回全道自治体職員フットサル大会北ブロック 11/28・29

旭川市役所Ａ 3位
旭川市役所Ｂ　1次Bｸﾞﾙｰﾌﾟ2位

鷹栖ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　1次Fｸﾞﾙｰﾌﾟ2位
留萌市役所　1次Eｸﾞﾙｰﾌﾟ3位

上川　1次Dｸﾞﾙｰﾌﾟ3位

北見

　PUMA CUP 2015
　　第21回全日本フットサル選手権大会北海道地域大会

1/9・10
D.C Asahikawa Futsaｌ Club 優勝

Divertido旭川　準優勝
GTKﾘｱﾗｲｽﾞ　予選A4位

釧路

　ﾌｧﾐﾘｰﾌｯﾄｻﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2015北海道　inきたえーる 1/11

・ファミリーの部
リボンシエロン　Ｒﾌﾞﾛｯｸ３位

SHINDO-5　Mﾌﾞﾛｯｸ3
・ガールズの部

RMシーガル　Gﾌﾞﾛｯｸ4位

札幌

　第27回全道ﾕｰｽ(U-18)ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
　兼 第3回全日本ﾕｰｽ(U-18)ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選

1/23・24
旭川実業高等学校　1次B3位
旭川凌雲高等学校　1次C3位

江別

　第26回全道少女フットサル大会 2/6・7
旭川ｸﾞﾘﾝﾍﾞｱﾎﾞｰｲｽﾞ　Dｸﾞﾙｰﾌﾟ4位
旭川トレセンU-12　Cｸﾞﾙｰﾌﾟ3位

函館

U-10の部　Aﾌﾞﾛｯｸ
　留萌ｼﾞｭﾆｱFC　U-10　決勝1回戦
U-10の部　Bﾌﾞﾛｯｸ　予選8ﾌﾞﾛｯｸ2位
　大町明青ｻｯｶｰ少年団
U-12の部　Aﾌﾞﾛｯｸ
　増毛町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団U-11　予選1ﾌﾞﾛｯｸ3位

　大町明青ｻｯｶｰ少年団　予選6ﾌﾞﾛｯｸ2位

U-12の部　Bﾌﾞﾛｯｸ
　増毛町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団U-12　予選18ﾌﾞﾛｯｸ2位

　留萌ｼﾞｭﾆｱFC　U-11　予選13ﾌﾞﾛｯｸ4位

U-12の部　Cﾌﾞﾛｯｸ
　留萌ｼﾞｭﾆｱFC　U-12　予選21ﾌﾞﾛｯｸ2位

　1東五条キッカーズ　決勝1回戦
一般の部（男女混合）
　FC CROSSO　予選1ﾌﾞﾛｯｸ2位
一般の部　Aﾌﾞﾛｯｸ
　Garage/classic　予選3ﾌﾞﾛｯｸ4位
　プレジール　決勝1回戦
　俺、営業課長たんだってよ　予選6ﾌﾞﾛｯｸ4位

シニアの部（OVER35)
　専修大学OB　予選7ﾌﾞﾛｯｸ2位
シニアの部（OVER45)
　旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　準優勝

　第11回全道自治体職員フットサル大会南ブロック 2/13・14 旭川市役所 予選A2位 苫小牧
Divertido旭川　準優勝

　全道フットサル選手権２０１6(一般の部) 2/13・14 K・Sdisfida　予選F2位 札幌
N.B.D.C Asahikawa Futsaｌ Club　予選C3位

ＧＴＫリアライズ　予選A2位

　全道フットサル選手権２０１6(女子の部) 2/13・14　
旭川女子ｱﾁｰﾎﾞ　決勝1回戦

Divertido旭川　Alegre　予選E3位
札幌

末広ｻｯｶｰ少年団　準優勝
愛宕ｻｯｶｰ少年団B

ﾌｪﾆｯｸｽﾘｰｸﾞ第1ｸﾞﾙｰﾌﾟ１位
　北海道ﾌｯﾄｻﾙ地区ﾘｰｸﾞ決勝大会及び道ﾘｰｸﾞ入替戦 2/27・28・3/6 リボルバーあさひかわ Bｸﾞﾙｰﾌﾟ3位 札幌

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15 Fｸﾞﾙｰﾌﾟ3位　
旭川市立緑が丘中学校 Dｸﾞﾙｰﾌﾟ3位

　第4回全道シニアフットサル選手権大会 3/5・6

旭川四十雀A　　40Aﾘｰｸﾞ　３位
旭川ＦＣオーバー　　40Cﾘｰｸﾞ　４位

旭川四十雀B　　40Fﾘｰｸﾞ　３位
旭川四十雀50　50の部　準優勝

札幌

SuperSports XEBIO 第16回Ｆ地域チャンピオンズリーグ 2/26･27･28 Divertido旭川　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ3位 三重･静岡･愛知

　PUMA　CUP　2016 3/4・5・6 静岡・大阪・兵庫

　　　　　　第21回全日本フットサル選手権大会 11・12・13 東京

江別

士幌

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）まで

　全道フットサル選手権2016(U-12の部)

2/11・13・14

全国大会

札幌

2/20・21 帯広

コンサドーレ旭川U-15　決勝1回戦

　2016コンサドーレ・エスポラーダカップ
全道市町村ｻｯｶｰ･ﾌｯﾄｻﾙｴﾝｼﾞｮｲ大会

D.C　Asahikawa　Futsal Club　 Dｸﾞﾙｰﾌﾟ4位

　第２7回全道ﾕｰｽ（U-15)フットサル大会
　兼 第21回全日本ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選

12/5・6

　全道フットサル選手権２０１6(Ｕ－１4の部) 3/5・6


