
令和２年度地区大会結果 １種(社会人・大学・専門学校)
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

　令和2年度　市民大会 開催中止

　全道社会人ｻｯｶｰ選手権大会　兼
　　第56回全国社会人ｻｯｶｰ選手権大会旭川予選

開催中止 全道大会開催中止

　第27回全国クラブチーム
　　サッカー選手権大会旭川地区予選

開催中止 旭蹴会
　10/24～27 全国大会

　第37回知事杯道北ﾌﾞﾛｯｸ予選大会 開催中止

　令和2年度旭川社会人サッカーリーグ(１部)
7/12・19・8/2・
9・23・30・9/20

１位　旭川FC2000SELECTION
２位　フォルザメッツォ
３位　旭川市役所
４位　BIEI FC Geazi
５位　Ｓ・Ｓ・Ｃ
６位　大雪クラシック
７位　リオグージョ

－

　令和2年度旭川社会人サッカーリーグ(２部)

7/12・19・8/2・
9・23・30・

9/2019・8/2・9・
23・30・9/13・20

１位　旭川信用金庫FC
２位　FCましけ
３位　AMISUTAD
４位　ツインリーブス
５位　昭和ランバーズ
６位　北星しんきんFC
７位　旭川OLD　BOYS
８位　FCトゥルーズ

－

令和２年度地区大会結果 ２種(高校)
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

優　勝　旭川実業高等学校

準優勝　旭川大学高等学校

３　位　旭川東高等学校

４　位　旭川南高等学校

　第99回全国高等学校サッカー選手権大会
　　　　　　　　　　北海道大会旭川地区予選

8/29・30・9/5・6

優　勝　旭川大学高等学校
準優勝　旭川商業高等学校
３　位　旭川龍谷高等学校
　　　　留萌高等学校

旭川実業高等学校
旭川大学高等学校

10/17・18・19・24・25
　全道  札幌

　令和２年度　Ｕ１６旭川リーグ

１位　旭実Ａ　　２位　旭実Ｂ
３位　東　　　　４位　旭大
５位　明成　　　６位　龍谷
７位　北　　　　８位　南
９位　工業　　１０位　商業

－

　全道U-18ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
　　　　　　　旭川地区予選大会

1/11・12

優　勝　旭実ＦＣ
準優勝　旭川大学高等学校
３　位　留萌高等学校
４　位　旭川実業高校

旭実ＦＣ

令和２年度地区大会結果 チャレンジド
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

第2回東花苑杯チャレンジドフットサル大会 2/20
優　勝　なつみかんFC A
準優勝　なつみかんFC B
感染予防対策のため規模縮小にて開催

－

令和２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 開催中止

Ｆリーグ旭川開催 10/11
エスポラーダ北海道 2－2　フウガドールすみだ

リモートマッチ 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 開催中止

芝のメンテナンス 開催中止

ガールズサッカースクール 通年 毎週平均30名参加 永山南小・新富小・東光ｽﾎﾟｰﾂ公園

幼稚園・保育園巡回指導 通年 ２７園訪問　園児　６００名 市内・近郊幼稚園・保育園

サッカースクール(幼稚園児・１･２･３年生) 通年 神楽岡小SS　４３０名　 神楽岡小

サッカースクール(１･２･３･４年生) 夏季 東光スポーツ公園　３５０名参加 東光スポーツ公園

JFAﾓﾃﾞﾙ地区ﾄﾚｾﾝU10 通年 ２０名参加 東川・旭川市内

北海道サッカースクール　旭川　U10の部 06/09・10/03・10/04 ２６チーム 東光スポーツ公園

JFAｷｯｽﾞ（U6・U8・U10）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2018in旭川 9月21日 ９０名（園児・生徒）サポート４５名 東光スポーツ公園

親子サッカー教室 9月6日 26組 東光スポーツ公園

大森健作氏 ｻｯｶｰｽｸｰﾙ 開催中止

チャレンジドサッカー練習会（余暇支援）

7/4・18・8/8・29・9/12・19・
10/3・17・11/7・21・12/5・
19・1/16・30・2/6・20・3/6・

27

平均14～15名参加
旭川高等支援学校
グラウンド・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

　令和２年度　旭川地区高等学校サッカー大会
    兼　高体連代替大会

7/11・12・20・21

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

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

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

－



令和２年度地区大会結果 2020/03/14修正　　　　　　　３種(中学校・クラブユース)
大　会　名 期　日 結　果 代表チーム

　第12回道北ブロックカブスU-15　兼
　　第27回大雪ライオンズクラブ旗争奪
　　　ジュニアユース選手権

8/1～10/25
優　勝 TRAUM SV 旭川
準優勝 旭川市立緑が丘中学校
３　位 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15　2nd

-

　あさひかわ新聞杯第11回
　　旭川･道北ﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞU-15

～10/11

優　勝 旭川市立六合中学校
準優勝 TRAUM SV 旭川2nd
３　位 旭川市立東明中学校
　　　 旭川市立神楽中学校

-

　あさひかわ新聞杯第11回
　　旭川･道北ﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞU-15
　　　ディビジョン2

～10/25
優　勝 旭川市立緑が丘中学校ｻﾃﾗｲﾄ
第２位 TRAUM SV 旭川3rd
第３位

－

　イレブン杯サッカー大会 開催中止

　第7回旭川ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙU-15ｻｯｶｰ大会 開催中止

　第8回道北ﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞU-13 8/9～10/3 4チーム参加 －

　第11旭川地区サテライトリーグ 8/2～9/27 6チーム参加 －

　第16回ソルダリオリーグ2020 開催中止

　第73回旭川市中体連サッカー大会 開催中止

　上川四地区合同中体連サッカー大会 開催中止

　留萌管内中体連サッカー大会 開催中止

　上川代表決定戦 開催中止

　第7回旭川ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙU-14ｻｯｶｰ大会 開催中止

　第2回ナナカマドの実　ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙU-14 10/5～20 開催中止

　第9回旭川・道北チャレンジリーグ 開催中止

　第32回U-15旭川地区
　　ジュニアユースフットサル大会　兼
　　　第32回全道U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　旭川地区予選

11/10・11

優　勝 旭川市立啓北中学校
準優勝 旭川市立神居東中学校
第３位 旭川市立神楽中学校
　　　 旭川市立六合中学校

旭川市立啓北中学校
道北ﾌﾞﾛｯｸ大会

北海道大会
開催中止

　全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会2021
　　　　　　　　　U-14の部　旭川地区予選

開催中止

　第22回プレイヤーズカップ
　　フットサル大会

開催中止

３種ホームページ（http://afa11.com/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



令和２年度地区大会結果 ４種(少年団)
大　会　名 期 日 結　果 代表チーム

　JFA第43回全日本U-12ｻｯｶｰ選手権大会
　　北海道道北ﾌﾞﾛｯｸ大会　旭川地区リーグ

4/27・28・5/11・12・
6/1

31チーム参加
１位　北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
２位　トロンコ
３位　FaminasA
４位　ビアンコネロ
５位　神楽岡サッカー少年団
５位　旭川GrinBearBoys
７位　FC ASTRO BOYS
８位　愛宕サッカー少年団B

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12

　第4回KANKOカップ
　　第17回全道少年Ｕ－10サッカー大会
　　　北北海道大会旭川地区予選（４年生大会）

開催中止

　ﾌｼﾞﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟPresents2020ロバパンCUP
　　第21回プレイヤーズカップ　兼
　　　第52回全道U-12ｻｯｶｰ少年団大会
　　　　　　　　　　　　　　　旭川地区予選

開催中止

　U11少年サッカー大会　旭川大会 8/18・19

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
　　　２位 旭川GrinBearBoys・A
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 トロンコ旭川FC U-12
　　　２位 FC ASTRO BOYS

トロンコ旭川FC U-12
ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12

　第9回ヤマザキ・旭川ガス杯
　　道北地域少年サッカー大会

開催中止

　第28回東ライオンズクラブ旗争奪
                                   少年サッカー大会

10/10・11
優　勝　トロンコ旭川FCU-12
準優勝　Faminas　A
３　位  ふらのFC

－

　全道少年(U-11)８人制サッカー大会
　　兼第18回JA全農杯小学生選抜
　　　サッカー大会in北海道　旭川地区予選

9/27・10/17

優　勝　北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
準優勝　Faminas
３　位  FC ASTRO BOYS
　　　　旭川北鎮Jr.FC

－

　第28回　㈱道北アークス・ウェスタン杯
　　少年フットサル大会

開催中止

　全道フットサル選手権大会2021　U-12の部
　　　　　　　　　　旭川地区予選

開催中止

　JFA第31回全日本U-12ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
　　北海道予選道北ﾌﾞﾛｯｸ大会　旭川地区予選

2/11・13　14・20

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝 トロンコ旭川FC U12
　　　２位 Faminas A
　　　３位 RIVALE旭川
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝 Faminas B
　　　２位 FC ASTRO BOYS A
　　　３位 永山サッカー少年団

トロンコ　FaminasA
　　RIVALE　FaminasB

　　ASTRO　永山
道北ブロック大会

　3/27
道北ﾌﾞﾛｯｸ 名寄

令和２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

　旭川ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2020　クリスタルリーグ 開催中止

　Eリーグ2020（1部） 開催中止

　Eリーグ2020（2部） 開催中止

　Eリーグ2020（3部） 開催中止

　Eリーグ2020（4部） 開催中止

　JFA第26回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会旭川地区予選 開催中止 北海道大会開催中止

　全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会2021　一般の部
　　　　　　　　　　　　　　　旭川地区予選

開催中止 全道大会開催中止

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　

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　
旭川フットサル連盟ホームページ（http://www.a-futsal.com/）まで　


