
大　会　名 期　日 結　果 開催地
旭蹴会　３位

リオグージョ旭川　４位
東神楽町役場　２回戦
留萌市役所　２回戦
増毛町役場　３回戦
旭川市役所　２回戦

7/25･26 旭川医科大学　１回戦
8/9･29･30 旭川実業高等学校　１回戦

リオグージョ旭川　B代表
2000SELECTION　１回戦

　平成21年度全道社会人サッカー選手権大会
　兼　第４５回全国社会人サッカー選手権大会北海道予選

8/22･23･24 ＯＳＡ旭川ＦＣ　１回戦 帯広

　第16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 リオグージョ旭川　棄権 函館
　第５回全道社会人サッカー選抜大会 9/20･21･22 旭川社会人選抜　予選リーグ３位 帯広

リオグージョ旭川　２回戦
ＯＳＡ旭川ＦＣ　１回戦

5/16･17･23 旭川医科大学　２回戦
･24･6/6･7 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　１回戦

旭川医科大学　２部５位

北海道教育大学旭川校　３部EAST優勝

　第42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

7/18･19 旭川工業高等専門学校　３位 旭川

大　会　名 期　日 結　果 開催地

　JFA プリンスリーグ U-18 北海道 2009
5/3･4･9･6/7
･27･7/4･5

･18･19
旭川実業高等学校　５位 各地

5/9･10･16･17 旭川東 １位　旭川商業 ２位
･30･31･6/6･7 旭川陵雲 ３位　旭川工業 ４位
･27･28･7/18･19 旭川西 ６位　旭大高 ８位
･20･25･26･8/4 　旭川東栄 ９位　富良野 １２位

旭川実業高等学校　優勝

旭川東高等学校　準優勝

　２００９夏季道央･道北ブロックトレセンU-16 6/20･21 旭川A　　旭川B 芦別
　2009　HOKKAＩDOトレセン U-16
　（北海道体育大会サッカー競技 兼 第6４回国民体育大会
　　　サッカー競技北海道少年男子選手選考会）

7/10･11･12 道北　２位 札幌

北海道代表　１位
北海道選抜　４位

　JFA プリンスリーグ U-18北海道 2009
　　地区リーグ決勝大会

9/27･10/3･
4･10

旭川東高等学校　予選ﾌﾞﾛｯｸ４位
旭川･札幌
･浜厚真

旭川凌雲高等学校　１回戦
旭川実業高等学校　優勝
旭川東高等学校　２回戦

　第３７回全道高校ユース(U-17)サッカー新人大会　 11/1･2･3 旭川実業高等学校　１回戦 苫小牧

旭川実業高等学校　１回戦
旭川東高等学校　１回戦

　第64回国民体育大会サッカー競技少年男子
9/27･28･29･

30･10/1
北海道　１回戦 新潟県

　第88回全国高校サッカー選手権大会
12/30･31･1/2･

3･5･9･11 旭川実業高等学校　２回戦 千葉県

２種

　全道高等学校サッカー選手権大会　兼
　　第８８回全国高校サッカー選手権北海道予選

10/17･18･19
･24･25

全国大会

6/16･17･
18･19

各地

各地

札幌

浦河

千歳･札幌

　平成21年度　北海道サッカーリーグ
　　第７回 道北ブロックリーグ

6/27･28
･29･30

　第27回知事杯全道サッカー選手権大会

　第16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

8/2

奈良県

　JFA プリンスリーグ U-18 北海道 2009
　　道北地区リーグ

各地

岩見沢

各地

　平成21年度　北海道サッカーリーグ
　　第７回 道北ブロックリーグ 入替戦

10/17･18

　日韓交流Ｕ－１６ユースサッカー大会２００９ 8/14･15･16

各地

千歳

旭川･千歳
･室蘭･苫小牧

･札幌

旭川

5/17･24･6/14･21
･28･7/12･8/9
･16･30･9/13

　第33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

　第56回北海道地区大学体育大会 7/3･4･5

　第２８回北海道学生サッカーリーグ
7/25･8/15･22･9/5･6･
12･19･26･27･10/3･4･
10･11･17･18･24･31･

11/8

　第62回北海道高等学校サッカー選手権大会
　　兼　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

平成２１年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)
１種

　全道自治体職員サッカー選手権大会 兼
　　第39回全国自治体職員サッカー選手権大会北海道予選

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

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会
8/2･3･4
･6･7･8

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



大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第３回北海道カブスリーグＵ－１５　２部
5/9･10･30･31
･6/13･14･7/4
･8/22･23･9/26

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　２部４位 各地

　第１回北海道カブスリーグＵ－１３

5/16･17･6/6･7
･20･21･7/11･12

･9/12･13･
10/17･18

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　ｸﾞﾙｰﾌﾟ4位 各地

　第15回北海道ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会
　兼　第24回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)北海道大会

7/4･5･11･12
･18･19･20･

25
ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　 ﾍﾞｽﾄ16 夕張

　札幌中学生(Ｕ－１４)サッカーフェスティバル
7/30･31･

8/1
旭川トレセン　２位 札幌

緑が丘中学校　優勝
留萌中学校　２回戦
増毛中学校　２回戦
羽幌中学校　１回戦

　2009　石屋製菓カップ in 夕張 8/2･3･4 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　ｸﾞﾙｰﾌﾟ4位 夕張
附属AB･永山AB･啓北･六合･北星
･富良野西･東神楽･神居東･港南

　第３回北海道カブスリーグＵ－１４　２部
9/5･6･20･
21･10/3

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　２部４位 各地

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　３位
啓北中学校　２回戦

緑が丘中学校　１回戦
　第４回北海道カブスリーグＵ－１５
　　２部リーグ参入戦

10/31･11/1･3 永山中学校 ｸﾞﾙｰﾌﾟ3位 札幌

　２００９　第５回北海道トレセンＵ－１５冬季交流大会（８人制） 1/9･10 道北　４位 札幌

　２００９　北海道トレセンＵ－１３冬季交流大会（８人制） 1/12･13
道北A　Aリーグ２位
道北B　Bリーグ６位

札幌

　J．LEAGUE U-13 ポラリス Ａリーグ

5/23･30･6/27･
7/5･18･19･20･
27･8/1･7･8･10･

9/21･22･23･
10/31･11/1･8

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　５位 各地

　第４０回全国中学校サッカー大会
8/20･21･
22･23･24

緑が丘中学校　１回戦 長崎県

　エスパルス杯争奪
　　第11回Shimizu Jrユースサッカー大会

12/19･20 旭川地区TC U-14　３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 静岡県

大　会　名 期　日 結　果 開催地
　第17回北海道女子ユース（Ｕ-15）サッカー選手権大会　兼
　第14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

7/18･19･20 旭川女子アチーボ　２回戦 苫小牧

　第7回JFA北海道ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会　 9/26･27 旭川選抜　３位 芦別

大　会　名 期　日 結　果 開催地
旭川ふたば幼稚園　ドリームチーム
旭川ふたば幼稚園　ジュニアチーム
旭川ふたば幼稚園　サッカーチーム

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

キッズ

　ユニクロサッカーキッズ！ In 札幌ドーム ２００９　 12/13 札幌

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

女子

３種

留萌
･増毛

士別

札幌
　第21回北海道ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会
　　兼　第21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･17･18

全国大会

　第48回北海道中学校サッカー大会

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

8/2･3･4

　第7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

8/5･6

平成２１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６回全道少年(Ｕ－８)サッカーフェスティバル 6/27･28
旭川忠和サッカー少年団　１位
高台サッカースポーツ少年団　３位

旭川

　第８回全道少年(Ｕ－10)サッカーフェスティバル　 6/27･28

西御料地ＦＣ　Aﾌﾞﾛｯｸ１位
高台ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団　Aﾌﾞﾛｯｸ３位

旭川北光ｻｯｶｰ少年団　Aﾌﾞﾛｯｸ４位
東川サッカー少年団　Bﾌﾞﾛｯｸ１位
旭川ｺｽﾓｽｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　Bﾌﾞﾛｯｸ3位

旭川

旭川末広北サッカー少年団　 １回戦

近文ジュニアイーグルス　１回戦
永山サッカー少年団　１回戦
東川サッカー少年団　３位

旭川末広北サッカー少年団　 ﾍﾞｽﾄ８
大町明青サッカー少年団　ﾌﾞﾛｯｸ2位
旭川忠和サッカー少年団　ﾌﾞﾛｯｸ2位

　2009 HOKKAIDOトレセンU-12(全道少年選抜）　 7/28･29･30 旭川　７位 帯広
　第21回コープ札幌杯サッカースポーツ少年団大会　 8/2･3･4･5 旭川ＦＣ　3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1勝 札幌

旭川ネイバーズＦＣ　３位
向陵少年サッカークラブ　４位

羽幌ＦＣ.Ｊｒ　５位
旭川忠和サッカー少年団　２敗

東川サッカー少年団　２敗
西御料地ＦＣ　２分

啓明千代田東栄JFC　3位T1勝
近文ｼﾞｭﾆｱｲｰｸﾞﾙｽ 4位T進出

　トラック協会杯
　　第２１回全道少年団(U-11)サッカー大会

10/10･11･
12

近文ジュニアイーグルス　2次ﾘｰｸﾞ2位 帯広

　平成21年度 全道少年(U-11)８人制サッカー大会
　兼　第7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

10/10･11･
12

旭川末広北サッカー少年団　2次ﾘｰｸﾞ2位 釧路

　２００９北海道トレセンＵ－１１冬季交流大会（８人制） 2/6･7 旭川トレセン　４位 札幌･空知

大　会　名 期　日 結　果 開催地
旭川ｼﾆｱ50FC 50部門Aﾌﾞﾛｯｸ2位
旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　40部門Dﾌﾞﾛｯｸ1位

旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　普及部門Bﾌﾞﾛｯｸ1位

旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ３位
旭川 OLD BOYS 1995 ｼﾆｱ　B ４位
旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　ﾌﾞﾛｯｸ優勝

旭川シニア５０ＦＣ　ﾌﾞﾛｯｸ3位
旭川シニア６０ＦＣ　ﾌﾞﾛｯｸ準優勝

　第25回　全道シニア５０サッカー大会　兼
　　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　ﾌﾞﾛｯｸ2位 七飯・鹿部

旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　ﾌﾞﾛｯｸ3位
旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　普及ﾌﾞﾛｯｸ2位

旭川シニア５０ＦＣ　準優勝
旭川シニア６０ＦＣ　準優勝

旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　準優勝
旭川シニア５０ＦＣ　３位

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

　第34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2009ｻｯｶｰ競技北海道予選大会

札幌

苫小牧

夕張

千歳

札幌

　第９回北海道シニアサッカー大会 8/22･23

10/3･4

シニア

　第４回シニア８人制サッカーフェスティバル 4/25･26

7/10･11･12

　第３回シニアオクトーバーカップフェスティバル　 11/1

千歳

枝幸

札幌

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

　第５回全道シニア8人制サッカー大会

網走

　日韓交流Ｕ－１６ユースサッカー大会２００９
　　カーテンレーザーマッチ

8/15･16

　道新スポーツ旗･北電カップ
　　第41回全道(U-12)サッカー少年団大会

　第33回全日本少年サッカー大会北海道予選　 7/4･5

7/18･19･20
　第６回全道少年（U-10）８人制サッカー大会
　　北北海道大会

４種

帯広

　第２回枝幸町商工会青年部杯Ｕ１２少年サッカー大会　

平成２１年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)

9/19･20･
21･22

8/8･9



大　会　名 期　日 結　果 開催地
D. C Asahikawa Futsal Club　優勝

colista☆fut　８位
旭川女子アチーボ　D1 3位

cielo happy feliz sala　D2 3位
　第８回北海道レディースフットサル大会
　兼 第6回全日本女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会北海道予選

9/12･13 旭川女子アチーボ ３位 札幌

D. C Asahikawa Futsal Club　3位 年間2位

colista☆fut 10位 年間10位
旭川女子アチーボ　予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

cielo happy feliz sala　予選ﾘｰｸﾞ２位
　北海道ﾌｯﾄｻﾙ連盟創立10周年記念
　　北海道ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ選抜東西対抗戦

11/23 東軍・西軍 札幌

　第１回　全道女子（Ｕ－１５）フットサル大会
　兼 全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道予選

11/28･29 旭川女子トレセン　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦 室蘭

永山サッカー少年団　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

旭川北鎮JrＦＣ　ﾌｪﾆｯｸｽ２勝
D. C Asahikawa Futsal Club　Eｸﾞﾙｰﾌﾟ２位

colista☆fut　Dｸﾞﾙｰﾌﾟ３位
K・S ｄｉｓｆｉｄａ　Cｸﾞﾙｰﾌﾟ３位

　第２１回全道ジュニアユース（Ｕ－１５）フットサル大会 啓北中学校　予選ﾘｰｸﾞ２位
　　　　兼 第１５回 全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会北海道予選 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　予選ﾘｰｸﾞ２位

　第２１回全道ユース（Ｕ－１８）フットサル大会 1/13･14 旭川商業高等学校　ｸﾞﾙｰﾌﾟ４位 帯広
Ｕ－６の部（キッズ）　東五条キッカーズ

Ｕ－１０の部Ａブロック
　　　　　留萌ジュニアＦＣ４年　ﾌﾞﾛｯｸ３位
　　　　　東五条キッカーズ　ベスト８
Ｕ－１０の部Ｂブロック
　　　　　増毛町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団　ベスト８
Ｕ－１２の部 Ａブロック
　　　　永山サッカー少年団Ｂ　ベスト８
Ｕ－１２の部 Ｂブロック
　　　　東五条キッカーズ　ﾌﾞﾛｯｸ２位
　　　　羽幌ＦＣＪｒ Ａ　ベスト８
　　　　永山サッカー少年団Ａ　ﾌﾞﾛｯｸ３位
Ｕ－１２の部 Ｃブロック
　　　　増毛町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団　ﾌﾞﾛｯｸ３位
　　　　羽幌ＦＣＪｒ Ｂ　ﾌﾞﾛｯｸ４位
　　　　留萌ジュニアインテル　ﾌﾞﾛｯｸ４位
Ｕ－１２の部 Ｄブロック
　　　　正和サッカー少年団　ﾌﾞﾛｯｸ３位
　　　　留萌ジュニアレアル　ベスト８
一般の部 Ａブロック
　　　　素寒貧　ﾌﾞﾛｯｸ３位
　　　　ＣＥＲＶＥＺＡ　ﾌﾞﾛｯｸ３位
　　　　FUTSALCLUB Y･N･P STYLE　ベスト８
一般の部 Ｂブロック
　　　　ヨーグルメッツ留萌　ﾌﾞﾛｯｸ４位
　　　　ｗｅｅｄｓ　ベスト８
一般の部 Ｃブロック
　　　　オンネハイランズ　ﾌﾞﾛｯｸ４位
　　　　タロープロジェクト　ﾌﾞﾛｯｸ４位
　　　　Ｄ．Ｌａｇｏｓｔａ　ベスト４

レディース（ビギナーの部）　Ｅｓｔｒｅｌａ　ﾌﾞﾛｯｸ３位

　北海道クラブユースフットサル交流大会砂川会場 1/23･24 ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川ﾕｰｽU-15　準優勝 札幌
旭川市役所　３位

留萌市役所ｻｯｶｰ部　ｸﾞﾙｰﾌﾟ２位
北海道教育大学附属旭川中学校　ｸﾞﾙｰﾌﾟ４位

北門中学校　ｸﾞﾙｰﾌﾟ３位
　第２０回全道少女フットサル大会 2/13･14 旭川トレセン　ベスト８ 苫小牧

旭川末広北サッカー少年団　３位
旭川忠和サッカー少年団 ﾌｪﾆｯｸｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ

　第２０回全道女子フットサル大会 2/27･28 旭川女子アチーボ ｸﾞﾙｰﾌﾟ３位 札幌

　全道フットサル選手権２０１０(一般の部) 2/27･28
K・S　disfida ｸﾞﾙｰﾌﾟ３位

D.C Asahikawa Futsal Club 準優
札幌

　第５回北海道シニアフットサルフェステバル 2/27･28 旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　５位 函館
　平成20年度北海道フットサルリーグ入替戦 3/6･7 K・S　disfida 　２位 札幌

　第25回全国選抜フットサル大会 7/17･18･19 北海道選抜　Cｸﾞﾙｰﾌﾟ2位 石川県

岩見沢

札幌

小樽

札幌

帯広

5/17･31･6/14･7/5･
8/9･23･30･9/13･20･

10/11

10/11･18･25･
11/8･29･12/13･

20･1/10･17

各地

札幌・江別

12/5･6

　全道フットサル選手権２０１０(Ｕ－１２) 2/20･21

　全道フットサル選手権２０１０(U-14の部) 2/13･14

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10回北海道フットサルリーグ 1stステージ　

　第３回レディースフットサル ノービスリーグ　
5/17･6/21･7/20･8/2･
9/21･10/11･11/29･

12/6･20･1/31

　第10回北海道フットサルリーグ　２ｎｄステージ　 各地

　第1回ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄｻﾙ ノービスチャレンジカップ 11/8･12/12

　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　 11/28･29

江別･札幌

宗谷

　PUMA CUP 2010
　第15回全日本フットサル選手権北海道地域大会

旭川

12/12･13

　第５回全道自治体職員フットサル大会（南ブロック） 2/6･7

　２０１０“コンサドーレカップ”
　第１０回全道市町村サッカーフェスティバル

全国大会

1/16･17･
23･24


