
ブロック

節

会場

kick off 審判 審判 審判

9:00 エスピーダ ｖｓ ＧＢＢ 末広・北鎮 神楽岡 ｖｓ 永山 高台・向陵 ASTRO ｖｓ 千代田 陵雲

9:50 西御料地 ｖｓ ネイバーズ 愛宕・ＮＥＡＴＨ 留萌 ｖｓ 忠和 神楽岡・永山 上富良野 ｖｓ コスモス リベルタ

10:40 末広 ｖｓ 北鎮 エスピーダ・ＧＢＢ 高台 ｖｓ 向陵 留萌・忠和 リベルタ ｖｓ 中富良野 上富良野

11:30 神居東 ｖｓ 東光 西御料地・ネイバーズ ｖｓ 朝日 ｖｓ 陵雲 コスモス

12:20 愛宕 ｖｓ ＮＥＡＴＨ 神居東・東光 ｖｓ ｖｓ

ブロック ブロック

節 節

会場 会場

kick off 審判 kick off 審判 審判

9:00 末広北 ｖｓ 鷹栖 未定 9:00 末広 ｖｓ 愛宕 エスピーダ・ＮＥＡＴＨ 永山南 ｖｓ ふらの ＳＦＩＤＡ・東川

9:50 エスピーダ ｖｓ ＮＥＡＴＨ 末広・愛宕 ＳＦＩＤＡ ｖｓ 東川 永南・ふらの

10:40 ｖｓ ｖｓ

11:30 末広 ｖｓ ＮＥＡＴＨ 愛宕・エスピーダ ｖｓ

12:20 エスピーダ ｖｓ 愛宕 末広・ＮＥＡＴＨ ｖｓ

平成29年度　全日本少年サッカー大会　北海道予選　道北ブロック大会　旭川地区リーグ 後期リーグ日程

2017/6/1現在

6月3日(土)

第1節 第1節 第1節

愛宕小学校

対戦

Ａブロック

6月10日(土)
Bブロック

永山南小学校

対戦

6月4日(日)
Ｃブロック

末広北小学校

対戦

第1節② 第1節②第4・5節②

東川ゆめ公園（Ａコート） 東川ゆめ公園（Ｂコート） 末広北小学校

対戦 対戦 対戦

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック



ブロック

節

会場

kick off 審判 審判 審判 審判

9:00 ネイバーズ ｖｓ 神居東 エスピーダ・西御料地 ＮＥＡＴＨ ｖｓ ＧＢＢ 東光・北鎮 陵雲 ｖｓ 千代田 鷹栖 末広北 ｖｓ リベルタ 朝日

9:50 エスピーダ ｖｓ 西御料地 愛宕・ネイバーズ 東光 ｖｓ 北鎮 ＧＢＢ・末広 ASTRO ｖｓ 鷹栖 千代田 朝日 ｖｓ 中富良野 リベルタ

10:40 愛宕 ｖｓ ネイバーズ エスピーダ・神居東 ＧＢＢ ｖｓ 末広 ＮＥＡＴＨ・北鎮 陵雲 ｖｓ ASTRO 陵雲 上富良野 ｖｓ コスモス 中富良野

11:30 エスピーダ ｖｓ 神居東 愛宕・西御料地 ＮＥＡＴＨ ｖｓ 北鎮 末広・東光 鷹栖 ｖｓ 千代田 ASTRO 末広北 ｖｓ 朝日 上富良野

12:20 愛宕 ｖｓ 西御料地 ネイバーズ・神居東 末広 ｖｓ 東光 ＮＥＡＴＨ・ＧＢＢ ｖｓ 中富良野 ｖｓ 上富良野 コスモス

13:10 ｖｓ ｖｓ ｖｓ リベルタ ｖｓ コスモス 末広北

ブロック

節

会場

kick off 審判 審判

12:30 忠和 ｖｓ ＳＦＩＤＡ 永南・留萌 ふらの ｖｓ 永山 高台・東川

13:20 神楽岡 ｖｓ 留萌 忠和・ＳＦＩＤＡ 東川 ｖｓ 向陵 ふらの・永山

14:10 永山南 ｖｓ 忠和 神楽岡・留萌 永山 ｖｓ 高台 東川・向陵

15:00 神楽岡 ｖｓ ＳＦＩＤＡ 永南・忠和 ふらの ｖｓ 向陵 永山・高台

15:50 永山南 ｖｓ 留萌 神楽岡・ＳＦＩＤＡ 高台 ｖｓ 東川 ふらの・向陵

6月17日(土)

第2・3節第2・3節 第2・3節

Ｂブロック

東川ゆめ公園 東川ゆめ公園

第2・3節

Ａブロック Ａブロック

青雲小学校 緑が丘小学校

対戦 対戦

第2・3節

第2・3節

陵雲小学校 末広北小学校

対戦 対戦

対戦 対戦

Ｃブロック Ｃブロック

Ｂブロック



ブロック

節

会場

kick off 審判 審判 審判 審判

9:00 ＧＢＢ ｖｓ 神居東 西御料地・東光 永山 ｖｓ ＳＦＩＤＡ 忠和・東川 高台 ｖｓ 永山南 神楽岡・ふらの 末広北 ｖｓ 千代田 中富良野・陵雲

9:50 ネイバーズ ｖｓ 北鎮 ＧＢＢ・神居東 忠和 ｖｓ 向陵 永山・ＳＦＩＤＡ 神楽岡 ｖｓ ふらの 高台・永南 中富良野 ｖｓ 陵雲 　　末広北・千代田

10:40 西御料地 ｖｓ 東光 ネイバーズ・北鎮 留萌 ｖｓ 東川 忠和・向陵 高台 ｖｓ ふらの 神楽岡・永南 上富良野 ｖｓ 鷹栖 リベルタ・朝日

11:30 北鎮 ｖｓ ＧＢＢ 西御料地・神居東 向陵 ｖｓ 永山 留萌・東川 神楽岡 ｖｓ 永山南 高台・ふらの リベルタ ｖｓ 朝日 上富良野・鷹栖

12:20 西御料地 ｖｓ 神居東 ネイバーズ・東光 留萌 ｖｓ ＳＦＩＤＡ 向陵・永山 ｖｓ コスモス ｖｓ ASTRO 陵雲・末広北

13:10 ネイバーズ ｖｓ 東光 北鎮・ＧＢＢ 忠和 ｖｓ 東川 留萌・ＳＦＩＤＡ ｖｓ 末広北 ｖｓ 陵雲 鷹栖・中富良野

14:00 ｖｓ ｖｓ ｖｓ 中富良野 ｖｓ 鷹栖 千代田・上富良野

14:50 ｖｓ ｖｓ ｖｓ 上富良野 ｖｓ 千代田 朝日・リベルタ

15:40 ｖｓ ｖｓ ｖｓ リベルタ ｖｓ ASTRO コスモス・千代田

16:30 ｖｓ ｖｓ ｖｓ 朝日 ｖｓ コスモス ASTRO・リベルタ

7月8日(土)

第4・5節 第4・5節 第4・5節 第4・5節

Ｃブロック

東川ゆめ公園

対戦対戦 対戦 対戦

Ａブロック Ｂブロック Bブロック

東川ゆめ公園 向陵小学校 神楽岡小学校



ブロック

節

会場

kick off 審判 審判 審判

9:00 西御料地 ｖｓ 末広 エスピーダ・ネイバーズ 北鎮 ｖｓ 神居東 ＮＥＡＴＨ・東光 末広北 ｖｓ ASTRO 上富良野

9:50 エスピーダ ｖｓ ネイバーズ ＧＢＢ・西御料地 NEATH ｖｓ 東光 愛宕・北鎮 上富良野 ｖｓ リベルタ ASTRO

10:40 ＧＢＢ ｖｓ 西御料地 エスピーダ・末広 愛宕 ｖｓ 北鎮 神居東・ＮＥＡＴＨ 陵雲 ｖｓ コスモス 末広北

11:30 エスピーダ ｖｓ 末広 ＧＢＢ・ネイバーズ 神居東 ｖｓ ＮＥＡＴＨ 東光・愛宕 千代田 ｖｓ 中富良野 リベルタ

12:20 ＧＢＢ ｖｓ ネイバーズ 西御料地・末広 東光 ｖｓ 愛宕 北鎮・神居東 鷹栖 ｖｓ 朝日 コスモス

13:10 ｖｓ ｖｓ 末広北 ｖｓ 上富良野 陵雲

14:00 ｖｓ ｖｓ ASTRO ｖｓ 中富良野 千代田

14:50 ｖｓ ｖｓ 陵雲 ｖｓ リベルタ 中富良野

15:40 ｖｓ ｖｓ 千代田 ｖｓ 朝日 鷹栖

16:30 ｖｓ ｖｓ 鷹栖 ｖｓ コスモス 朝日

ブロック

節

会場

kick off 審判 審判

9:00 留萌 ｖｓ 高台 永山・忠和 向陵 ｖｓ ＳＦＩＤＡ 東川・永南

9:50 神楽岡 ｖｓ 忠和 留萌・高台 ふらの ｖｓ 東川 向陵・ＳＦＩＤＡ

10:40 永山 ｖｓ 留萌 神楽岡・忠和 永山南 ｖｓ 向陵 ふらの・東川

11:30 神楽岡 ｖｓ 高台 永山・留萌 ＳＦＩＤＡ ｖｓ ふらの 永南・向陵

12:20 永山 ｖｓ 忠和 神楽岡・高台 東川 ｖｓ 永山南 ＳＦＩＤＡ・ふらの

第6・7節 第6・7節

第6・7節 第6・7節

7月22日(土)

第6・7節

対戦 対戦

Ｂブロック Bブロック

東川ゆめ公園 東川ゆめ公園

末広小学校 北鎮小学校

対戦 対戦 対戦

Ａブロック Ａブロック Ｃブロック

末広北小学校



ブロック

節

会場

kick off 審判 審判 審判 審判

9:00 エスピーダ ｖｓ 北鎮 末広・神居東 ｖｓ 永山南 ｖｓ ＳＦＩＤＡ 忠和・高台 末広北 ｖｓ 中富良野 ASTRO・朝日

9:50 愛宕 ｖｓ GBB エスピーダ・北鎮 ｖｓ 忠和 ｖｓ 高台 永南・ＳＦＩＤＡ ASTRO ｖｓ 朝日 末広北・中富良野

10:40 末広 ｖｓ 神居東 愛宕・ＧＢＢ ｖｓ 永山南 ｖｓ 永山 神楽岡・向陵 上富良野 ｖｓ 陵雲 リベルタ・鷹栖

11:30 西御料地 ｖｓ NEATH ネイバーズ・末広 ｖｓ 高台 ｖｓ ＳＦＩＤＡ 永南・永山 リベルタ ｖｓ 鷹栖 コスモス・千代田

12:20 東光 ｖｓ エスピーダ 西御料地・ＮＥＡＴＨ ｖｓ 神楽岡 ｖｓ 向陵 高台・ＳＦＩＤＡ コスモス ｖｓ 千代田 上富良野・陵雲

13:10 ネイバーズ ｖｓ 末広 ＧＢＢ・東光 ｖｓ 永山 ｖｓ 東川 留萌・向陵 ASTRO ｖｓ 上富良野 朝日・中富良野

14:00 愛宕 ｖｓ 神居東 エスピーダ・東光 ｖｓ 忠和 ｖｓ ふらの 永山・東川 中富良野 ｖｓ 朝日 末広北・コスモス

14:50 GBB ｖｓ 東光 愛宕・神居東 ｖｓ 留萌 ｖｓ 向陵 忠和・ふらの 末広北 ｖｓ コスモス 千代田・リベルタ

15:40 西御料地 ｖｓ 北鎮 ＧＢＢ・東光 ｖｓ 東川 ｖｓ 神楽岡 留萌・ふらの リベルタ ｖｓ 千代田 鷹栖・陵雲

16:30 ネイバーズ ｖｓ NEATH 西御料地・北鎮 ｖｓ 留萌 ｖｓ ふらの 東川・神楽岡 陵雲 ｖｓ 鷹栖 ASTRO・上富良野

8月11日(金・祝)
Ａブロック Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック

東川ゆめ公園 東川ゆめ公園

対戦 対戦

東光スポーツ公園（Ａコート） 東光スポーツ公園（Ｂコート）

対戦 対戦

第8・9節 第8・9節 第8・9節


