
大　会　名 期　日 結　果 開催地

　北海道サッカーリーグ　第4回道央・道北ブロックリーグ 5/15～8/28
旭蹴会　優勝

KAMUI FC2000　2位
VERDELAZZO旭川　3位

各地

　第20回北海道サッカーリーグ　ブロックリーグ決勝大会 10/8・9・10 旭蹴会　優勝 函館

　全道社会人サッカー選手権大会　兼
　第58回全国社会人サッカー選手権大会北海道予選

8/6・7・8 VERDELAZZO旭川　2回戦 札幌

　第2９回全国クラブチームサッカー選手権大会北海道大会 9/3・4 旭蹴会　準決勝 遠軽

　第46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

7/9・10・16・
17・23・24

北海道教育大学旭川校　3回戦
旭川大学　3回戦

旭川医科大学　1回戦
各地

　第41回北海道学生サッカーリーグ　（1部） 5/14～10/30 旭川大学　4位 各地

　第41回北海道学生サッカーリーグ　（2部） 5/15～10/30 北海道教育大学旭川校　優勝 各地

　第41回北海道学生サッカーリーグ　（3部） 5/15～10/30 旭川医科大学　7位 各地

　第55回全国高等専門学校サッカー選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道地区予選会

7/9・10 旭川工業高等専門学校　2位 旭川

　第13回全道高等専門学校(U-19)サッカー新人大会 10/9・10 旭川工業高等専門学校 苫小牧

大　会　名 期　日 結　果 開催地

１部
優勝：実業2nd
2位：旭実FC

3位：旭大　4位：北　5位稚内大谷
6位：明成　7位：南　8位：商業

２部
1位：実業3rd　2位：龍谷
3位：東　4位：旭大2nd

5位：永嶺　6位：明成2nd
7位：留萌　8位：西

３部
1位：旭実FC2nd　2位：工業

3位：稚内　4位：龍谷2nd　5位：富良野

　高円宮杯JFAＵ-18ｻｯｶｰﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ2022北海道
4/17・24・5/1・4・8・
6/5・26・7/3・8/28・
9/4・11・18・25・10/2

旭川実業高等学校　優勝 各地

　第75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会

6/15・16・17・18
旭川実業高等学校　優勝
旭川南高等学校　1回戦

網走

　第2４回北海道ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権大会（U-18)大会　兼
　　　第4６回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権（U-18)北海道大会

5/22・6/12 　旭実FC　準優勝 各地

　高円宮杯JFAU-18ｻｯｶｰﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ2022北海道ﾌﾟﾚｰｵﾌ 11/3・5・6 旭川実業高等学校２ｎｄ　優勝 札幌

　第101回全国高等学校サッカー選手権大会北海道大会
10/15・16・
17・22・23

旭川実業高等学校　3回戦
旭川大学高等学校　2回戦
旭川北高等学校　1回戦

旭川

　令和4年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技 7/24～30 旭川実業高等学校　2回戦 徳島県

　高円宮杯ＪＦＡU-18ｻｯｶｰﾌﾟﾚﾐｱﾘｰｸﾞ2022ﾌﾟﾚｰｵﾌ 12/9・11
旭川実業高等学校　2回戦

プレミアリーグへ昇格
広島県

旭川社会人サッカー連盟ＨＰ（https://asahikawasyakaijin.web.fc2.com/）まで

4/16～10/1 各地

令和４年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)
１種（社会人・大学・専門学校）

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

全国大会

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

２種（高校）

　高円宮杯JFAＵ-18サッカーリーグ2022北海道
　　　　　　　　　　　　　ブロックリーグ道北
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大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第1６回北海道カブスリーグＵ－１５　兼
　　高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ2022北海道

4/16～10/23

1部
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川Ｕ－１５　2位

2部
TRAUM SV旭川　6位

各地

　第14回北海道カブスリーグＵ－１３ 4/16～10/23

1部
北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川U－１５　4位

2部
TRAUM SV旭川　4位

各地

　2022年度第4回北海道カブスリーグU-13(3部) 5/3～10/2 BIANCO NERO旭川　8位 各地

旭川市立緑が丘中学校　1位

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ旭川Ｕ-152nd　2位

旭川市立六合中学校　3位

旭川市立広陵中学校　4位

TRAUM SV旭川2nd　　5位
稚内市立稚内南中学校　6位
旭川市立愛宕中学校　7位
旭川市立永山中学校　8位

　第28回北海道ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会
　第37回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権（U-15)大会北海道大会

6/11・12・18・
19・25・26・

7/2・3

北海道コンサドーレ旭川U-15　準優勝
ビアンコネロ旭川，EINS FSV　1回戦

TRAUM SV旭川　5回戦
夕張

　令和4年度北海道中学校体育大会
　　　　第61回 北海道中学校サッカー大会

7/29・30・31

旭川市立緑が丘中学校　準決勝
留萌市立留萌中学校　1回戦
羽幌町立羽幌中学校　3回戦
増毛町立増毛中学校　1回戦

留萌市
増毛町

　第9回地区カブスリーグ決勝大会 10/8・9・10
SSSC　優勝

EINS　FSV　1回戦
苫小牧

　第7回北海道ﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞ決勝大会　兼
　　　　　　　　　　　　　　北海道ｶﾌﾞｽ2部ﾘｰｸﾞ参入戦

10/22・23・
29・30・11/3

旭川市立緑が丘中学校　5位 札幌

　北海道ﾄﾚｾﾝU-13・14夏季交流大会（北北海道キャンプ） 8/27・28
旭川U13　５位
旭川U14　２位

札幌

　北海道ﾄﾚｾﾝU-13冬季交流大会 1/8 道北トレセン ７位 札幌

　第37回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 8/15～8/24 北海道コンサドーレ旭川U-15 北海道

　高円宮杯 JFA 第34回全日本U-15サッカー選手権大会 12/10～12/27 北海道コンサドーレ旭川U-15　1回戦 山口県

大　会　名 期　日 結　果 開催地
　全道少年（U-12)8人制ｻｯｶｰ大会　兼
　第1９回JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN北海道

4/9・10 北海道コンサドーレ東川U-12　2回戦 苫小牧

　第1９回全道少年U-10サッカー 北北海道大会 7/16・17

VITA FC U-１２　優勝
北海道コンサドーレ東川U-１２　準決勝

FC ASTRO BOYS　準決勝
　ビアンコネロ旭川　2位

帯広

　ﾌｼﾞﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟPresents2021ﾛﾊﾞﾊﾟﾝCUP
　　　第５４回全道（U-12)サッカー少年団大会

7/29・30
VITA FC U-12　3回戦

北海道コンサドーレ東川U-12　2回戦
トロンコ旭川FC U12　1回戦

北見

　トラック協会杯第34回全道U-11サッカー大会　 9/17・18 北海道コンサドーレ東川U-12　1回戦 札幌

　JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会北海道
　　　　　　　　　　　　　　　　　道北ブロック大会

9/23
北海道コンサドーレ東川U-12　第1代表

VITA FC U-12　第2代表
西御料地FC　第3代表

名寄

北海道コンサドーレ東川U-12　1回戦

西御料地FC　1回戦
VITA FC U-１２　1回戦

　北海道ﾄﾚｾﾝU-11冬季交流大会（８人制） 2/4・5 旭川トレセン3位リーグ　3位

大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第18回シニア８人制サッカーオープン大会 5/3・4

旭川シニア60FC　グループA1位
旭川シニア50FC　グループC1位

旭川FCオーバー40　グループB2位
旭川FCオーバー45　グループD3位
旭川大雪クラシック　グループF3位

札幌

　第47回全道シニア４０サッカー大会　兼
　JFA第10回全日本O-40ｻｯｶｰ大会北海道予選

7/16・17・18 旭川四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ　ｸﾞﾙｰﾌﾟA２位 苫小牧

　道北シニアリーグ 5月～9月

40ﾘｰｸﾞ　優　勝　旭川FCオーバー40
　　　　　 ３ 　位　旭川四十雀サッカークラブ

　　　　　 ４　 位　大雪クラッシク
　　　　　 ６　 位　旭川FCｵｰﾊﾞｰ45
50ﾘｰｸﾞ　優　勝　旭川シニア50FC

士別

　第22回北海道シニアサッカーオープン大会 8/27・28

旭川シニア60FC　グループC4位
旭川シニア50FC　グループB2位

旭川四十雀サッカークラブ　グループA1位
旭川FCオーバー　グループB4位

夕張・栗山

　第30回全道シニア60サッカーオープン大会　兼
　JFA第23回全日本O-60ｻｯｶｰ大会北海道予選

9/17・18・19 旭川シニア60FC　3位 釧路

　第38回全道シニア５０サッカー大会　兼
　JFA第22回全日本O-50ｻｯｶｰ大会北海道予選

9/23～25 旭川シニア50FC　ｸﾞﾙｰﾌﾟD3位 士別

シニア

詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）　旭川シニアサッカー連盟ＨＰ（http://www.afa11.com/senior/）まで

全国大会

　JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会北海道大会 10/8・9 栗山

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

４種（少年団）

　詳細は、旭川地区サッカー協会ＨＰ（http://www.afa11.com/）　第３種事業委員会ＨＰ（http://afa11.com/asahijy/）まで

4/23～10/1 各地

令和４年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)

　高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ2022
　第14回道北ブロックカブスリーグ U-15　兼
　第29回旭川大雪ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ旗争奪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ選手権

３種（中学校・クラブユース）
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大　会　名 期　日 結　果 開催地
　第4回北海道U-13（中学生）女子8人制ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 4/9・10 道北女子トレセン 札幌

　北海道女子8人制リーグフェスティバル 北海道レディースエイトリーグ 5～7月
旭川南高等学校A　2位

旭川南高等学校B　グループB2位
札幌

　道新旗第17回北海道女子サッカーリーグ 兼 皇后杯JFA第44回全日本女子
　サッカー選手権大会北海道大会 5～9月 旭川実業高等学校　5位 各地

　U-18女子サッカーリーグ2022北海道 4月～10月

1部
旭川実業高等学校　2位

2部
旭川南高等学校　4位

各地

　第30回北海道U-15女子サッカー選手権大会　兼　JFA第27回
　　　　全日本U-15女子ｻｯｶｰ選手権大会北海道大会道北ﾌﾞﾛｯｸ予選 7月2日

旭川女子アチーボ：1位
BELINDA旭川：2位

旭川

　第30回北海道U-15女子サッカー選手権大会　兼
　　JFA第27回全日本U-15女子ｻｯｶｰ選手権大会北海道大会 9/17・18・19 旭川女子アチーボU-15　3位 夕張

　第11回北海道高等学校総合体育大会女子サッカー競技
　兼　全国高等学校総合体育大会ｻｯｶｰ競技北海道予選会

6/14・15・16・17
旭川実業高等学校　3位
旭川南高等学校　3位

網走

　JFA U-15女子サッカーリーグ2022北海道 4～10月 BELINDA旭川　4位 各地

　JFA　U-12ガールズケーム2022北海道
　　第10回　熊谷・高瀬杯サッカー大会

8/6・7 旭川女子トレセンU-12　2位 新十津川

　第31回北海道高等学校女子サッカー選手権大会　兼
    第31回全日本高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会北海道予選

9/17・18・23・24
旭川実業高等学校　2位
旭川南高等学校　1回戦

室蘭

　第31回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 12/30・1/8 旭川実業高等学校　1回戦 兵庫県

大　会　名 期　日 結　果 開催地

　第3２回全日本U-12ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会
　　　　　　　　　北海道代表決定戦　道北ブロック大会

4/2
トロンコ旭川FCU12　代表1

VITA　FC　U12　代表2
旭川ウイングスFC　代表3

名寄

　第11回北海道フットサルリーグカップ 5/7・8
DC Asahikawa Futsal Club　2回戦

KS disfida　1回戦
旭川地区選抜　1回戦

江別

　第23回北海道フットサルリーグ2022 5/22～3/5
DC Asahikawa Futsal Club　5位

KS disfida　11位
各地

　JFAﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第3２回全日本U-12
　　　　　　　　　　　ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会北海道代表決定戦

6/18・19
旭川トロンコFC　１回戦
VITA　FC　U12　１回戦

旭川ウイングスFC　１回戦
札幌

　北海道ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2022　第6回道北ブロックリーグ 5/23～2/5
at second　１位

dispositivo de　2位
el. Bien futsal　3位

各地

　第34回全道U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　兼
　　JFA第28回全日本U-15フットサル選手権大会
　　　　　　　　　　北海道代表決定戦道北ﾌﾞﾛｯｸ予選

11/12

TRAUM SV旭川　第１代表
旭川市立緑が丘中学校　第２代表

SSSC
旭川市立東光中学校
旭川市立愛宕中学校
稚内東・鴛泊中学校
旭川市立六合中学校

稚内市立潮見が丘中学校

名寄

　第14回全道U-15女子フットサル大会　兼
　JFA第13回全日本U-15女子ﾌｯﾄｻﾙ大会北海道代表決定戦

12/10・11
BELINDA旭川　1回戦

旭川女子アチーボU-15　予選リーグ３位
釧路

　第34回全道U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　兼　JFA第28回
　　　全日本U-15ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会北海道代位表決定戦

12/10・11
TRAUM SV旭川　１回戦

旭川市立緑が丘中学校　予選リーグ４位
江別

　JFA第28回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会北海道代表決定戦 1/7・8
DC Asahikawa Futsal Club　2回戦

K.S disfida　1回戦
KAMUI FC　棄権

釧路

　第34回全道U-17ｯﾄｻﾙ選手権大会　兼
   JFA第10回全日本U-18ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会北海道予選

2/11・12
　旭実ＦＣ　優勝

旭川実業高等学校　ベスト８
旭川明成高等学校　ベスト８

苫小牧

　北海道フットサルリーグ 2022年度
　　　　　　　第6回ブロックリーグ決勝大会

2/18・19 at second 札幌

　第32回全道少女フットサル大会 12/17・18 旭川女子トレセンU-12　3位 千歳

   2022年度第12回北海道女子フットサルリーグ2部 7/3～3/5 各地

　2022年度第12回北海道女子フットサルリーグ1部 6/26～3/5 旭川女子アチーボ　5位 各地

　全道フットサル選手権大会2023　U-12の部 3/11・3/12
西御料地FC

トロンコ旭川FC
札幌

　全道フットサル選手権大会2023　Ｕ-14の部 2/25・26
EINS FSV

TRAUM SV 旭川
倶知安

　全道フットサル選手権大会2023　一般の部 2/25・26
D.C Asahikawa FC

K・S disfida
札幌

　全道フットサル選手権大会2023　女子の部 2/11・12
旭川実業高等学校　予選リーグ3位
旭川女子アチーボ　予選リーグ3位

帯広

旭川フットサル連盟ＨＰ（http://www.a-futsal.com/）まで

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

フットサル

令和４年度全道大会・全国大会結果（旭川地区関係)
女子

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

全国大会
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