
令和３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3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57回全国社会人ｻｯｶｰ選手権大会旭川予選

5/9
１位　VERDELAZZO旭川
２位　旭蹴会

VERDELAZZO旭川
　8/7・8・9　全道大会

　第28回全国クラブチーム
　　サッカー選手権大会旭川地区予選

6/27
１位　VERDELAZZO旭川
２位　旭川FC2000SELECTION

VERDELAZZO旭川
　7/11　道北ブロック予選

　第39回知事杯道北ﾌﾞﾛｯｸ予選大会 開催中止

　令和3年度旭川社会人サッカーリーグ(１部)
7/11～

途中中止

FORZA・MEZZO
旭川市役所FC
Ｓ・Ｓ・Ｃ
BIEI FC Geazie
大雪クラシック
旭川信用金庫FC

－

　令和3年度旭川社会人サッカーリーグ(２部)
7/11～

途中中止

昭和ランバーズ
ツインリーブス
FCトゥルーズ
AMISTAD
FCましけ
旭川OLD　BOYS1995
北星しんきんFC

－

令和３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　旭川北高等学校

３　位　旭川南高等学校

４　位　旭川東高等学校

　第100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

8/21・22・28・
29

優　勝　旭川大学高等学校
準優勝　旭川南高等学校
３　位　旭川北高等学校
　　　　旭川永嶺高等学校

旭川実業高等学校
旭川大学高等学校
10/16・17・18・23・24

　全道  札幌

　令和3年度　Ｕ１６旭川リーグ

１位　実業　　  ２位　旭大
３位　北　　　　４位　南
５位　明成　　　６位　龍谷
７位　東　　　　８位　工業

－

　全道U-17ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
　　　　　　　旭川地区予選大会

12/17・18

優　勝　旭川実業高等学校
準優勝　旭川明成高等学校
３　位　旭実ＦＣ
４　位　旭川龍谷高等学校

旭川実業高等学校
全道　延期

令和３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3回東花苑杯チャレンジドフットサル大会 3/12 －

令和３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 10/17
エスポラーダ北海道 0－3　ボルクバレット北九州

≪来場者数≫531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 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 １７園訪問　園児　３７０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 神楽岡サッカースクール　３４０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　１８０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 ２２名参加 旭川市内

北海道サッカースクール　旭川　U10の部　Ｕ６部 1/9 40名参加 東川B&G海洋センター

JFAｷｯｽﾞ（U6・U8・U10）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin旭川 開催中止

親子サッカー教室 開催中止

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）
通年

月2回 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

　第74回北海道高等学校サッカー選手権大会
    　　　　　　　　　　　旭川支部予選会

5/25・26・27・
28

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

旭川実業高等学校
旭川北高等学校
6/15・16・17・18

　全道  小樽・赤井川



令和３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13回道北ブロックカブスU-15　兼
　　第28回大雪ライオンズクラブ旗争奪
　　　ジュニアユース選手権

4/24～10/2
優　勝 TRAUM SV 旭川
準優勝 旭川市立緑が丘中学校
３　位 旭川市立永山中学校

-

　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

4/24～10/3

優　勝 旭川市立愛宕中学校
準優勝 TRAUM SV 旭川2nd
３　位 旭川市立緑が丘中学校2nd
　　　 旭川市立東明中学校

-

　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

4/25～10/17

優　勝 旭川市立北門中学校
第２位 旭川市立東光中学校
第３位 東川町立東川中学校
　　　 EINS FSV

－

　イレブン杯サッカー大会 開催中止

　第8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9回道北ﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞU-13 開催中止

　第12旭川地区サテライトリーグ 開催中止

　第17回ソルダリオリーグ 開催中止

　第74回旭川市中体連サッカー大会 6/25・26・27

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 旭川市立広陵中学校
３　位 旭川市立東明中学校
　　　 旭川市立東光中学校
５　位 東陽・光陽合同
     　旭川市立愛宕中学校

旭川市立緑が丘中学校
旭川市立広陵中学校
旭川市立東明中学校
旭川市立東光中学校

東陽・光陽合同
旭川市立愛宕中学校

　7/9・10　士別

　上川二地区合同中体連サッカー大会 6/25・26・27

優　勝 中富良野町立中富良野中学校
準優勝 東川町立東川中学校
３　位 富良野東・富良野西
　　　 上富良野町立上富良野中学校

中富良野町立中富良野中学校
7/9・10　士別

　留萌管内中体連サッカー大会 6/23
優　勝 留萌市立留萌中学校
準優勝 羽幌町立羽幌中学校
３　位 増毛町立増毛中学校

留萌市立留萌中学校
7/30・31・8/1

浦河町・新ひだか町

　上川代表決定戦 7/9・10

優　勝 旭川市立緑が丘中学校
準優勝 旭川市立広陵中学校
３　位 東川町立東川中学校
　　　 旭川市立愛宕中学校

旭川市立緑が丘中学校
7/30・31・8/1

浦河町・新ひだか町

　第8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3回ナナカマドの実　ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙU-14 開催中止

　第10回旭川・道北チャレンジリーグ 10/17～24 12ﾁｰﾑ参加（旭川地区11ﾁｰﾑ）
旭川市立六合中学校
ブロックカブス昇格

　第33回U-15旭川地区
　　ジュニアユースフットサル大会　兼
　　　第33回全道U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　旭川地区予選

11/6・7

優　勝 北海道コンサドーレ旭川U-15
準優勝 旭川市立愛宕中学校
３　位 旭川市立広陵中学校
　　　 旭川市立東明中学校
５　位 旭川市立六合中学校

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U-15
旭川市立愛宕中学校
旭川市立広陵中学校
旭川市立東明中学校
旭川市立六合中学校
道北　11/13　名寄

　全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会2022
　　　　　　　　　U-14の部　旭川地区予選

1/15・23

準々決勝まで開催
　ベスト４　TRAUM SV 旭川
　　　　　　旭川市立東光中学校
　　　　　　旭川市立六合中学校
　　　　　　旭川市立緑が丘中学校

全道
開催中止

　第23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３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44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

4/24～8/14

30チーム参加
１位　北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
２位　FaminasA
３位　トロンコ
４位　旭川GrinBearBoys
５位　中富良野町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
６位　FC ASTRO BOYS
７位　FaminasB
８位　永山サッカー少年団
９位　FCふらの
10位　愛宕サッカー少年団

　ﾌｼﾞﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟPresents2021ロバパンCUP
　　第22回プレイヤーズカップ　兼
　　　第53回全道U-12ｻｯｶｰ少年団大会
　　　　　　　　　　　　　　　旭川地区予選

7/10・11

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝　北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
　　　２位　トロンコ旭川FC
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝　Faminas　A
　　　２位　忠和サッカー少年団
Cﾌﾞﾛｯｸ優勝　愛宕サッカー少年団
　　　２位　神居東ﾌｧｲﾀｰｽﾞSS

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
FaminasA

愛宕サッカー少年団

　第5回KANKOカップ

　※全道少年Ｕ－10北北海道大会は開催中止
10/2・3

1ﾌﾞﾛｯｸ優勝　トロンコ旭川FC
　　　２位　中富良野町ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
　　　３位　増毛町サッカー少年団
2ﾌﾞﾛｯｸ優勝　忠和サッカー少年団
　　　２位　陵雲サッカー少年団
　　　３位　愛宕サッカー少年団
3ﾌﾞﾛｯｸ優勝　Faminas
　　　２位　ビアンコネロ
　　　３位　RIVAKE
4ﾌﾞﾛｯｸ優勝　FCリベルタ旭川
　　　２位　東川サッカー少年団
　　　３位　永山サッカー少年団
5ﾌﾞﾛｯｸ優勝　北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
　　　２位　FC ASTRO BOYS
　　　３位　ふらのFC

-

　第29回東ライオンズクラブ旗争奪
                                   少年サッカー大会

10/9・10
優　勝　Faminas
準優勝　忠和サッカー少年団

－

　トラック協会杯第33回全道U-11ｻｯｶｰ大会
　　　　　　　　　　　　　　　旭川地区予選

開催中止

　第10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

　全道少年(U-11)８人制サッカー大会
　　兼第19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

10/16・17

優　勝　北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ東川U-12
準優勝　Faminas
３　位  ふらのFC
　　　　トロンコ旭川FC

－

　第29回　㈱道北アークス・ウェスタン杯
　　少年フットサル大会

11/13・14・20・21

５年生優　勝　Faminas
　　　準優勝　フォルゴレFC
　　　３　位　ふらのFC
　　　　　　　旭川GrinBearBoys
６年生優　勝　Faminas
　　　準優勝　FC ASTRO BOYS
　　　３　位　向陵サッカークラブ
　　　　　　　神楽岡サッカー少年団

-

　全道フットサル選手権大会2022　U-12の部
　　　　　　　　　　旭川地区予選

1/15・16

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝　トロンコ旭川FC
　　　２位　FC ASTRO BOYS・A
　　　３位　旭川GrinBearBoys・A
　　　　　　永山サッカー少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝　FaminasA
　　　２位　末広北サッカー少年団
　　　３位　陵雲サッカー少年団
　　　　　　忠和サッカー少年団

全道
開催中止

　JFA第32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

3/26・27

Aﾌﾞﾛｯｸ優勝　ふらのFC
　　　２位　FOLGORE FC
　　　３位　陵雲サッカー少年団
Bﾌﾞﾛｯｸ優勝　FaminasA
　　　２位　トロンコ旭川FC U12
　　　３位　鷹栖高台ルフォール

ふらのFC・FOLGORE FC
陵雲・FaminasA

トロンコ・鷹栖高台ﾙﾌｫｰﾙ
道北ﾌﾞﾛｯｸ大会　4/2　名寄

令和３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2021　クリスタルリーグ 開催中止

　Eリーグ2021（1部） 開催中止

　Eリーグ2021（2部） 開催中止

　Eリーグ2021（3部） 開催中止

　Eリーグ2021（4部） 開催中止

　JFA第27回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会旭川地区予選 11/21・28
優　勝　リボルバーあさひかわ
準優勝　K・S disfida
３　位　緑の森AHFC

リボルバーあさひかわ
K・S disfida

緑の森AHFC
全道　1/8・9　釧路

　全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会2022　一般の部
　　　　　　　　　　　　　　　旭川地区予選

12/26
優　勝　MADNESS.A.F.C
準優勝　K・S disfida

D・C Asahikawa Futsal Club
MADNESS.A.F.C
全道　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　


