
＜リーグ戦＞

開  催  期  日 開     催     地

5月23日～9月12日 札幌、江別、帯広、旭川

9月26日～1月16日 札幌、江別、旭川、音更

3月6日 札幌市各区体育館

5月15日～9月11日 札幌、江別

9月25日～1月29日 札幌、江別

4月10日～12月25日 札幌SSAP

4月～12月 札幌SSAP

6月20日～1月30日 札幌市各区体育館、江別

10月23日～12月11日 札幌市各区体育館

＜全道大会＞

開  催  期  日 開     催     地

5月29日～5月30日 旭川

7月24日～7月25日 石狩市（石狩浜海水浴場）

8月7日～3月27日 全道各地区12会場

10月2日～10月3日 札幌

第16回北海道専門学校フットサル大会 11月11日～11月12日 札幌

北ブロック大会 11月13日～11月14日 網走

南ブロック大会 2月19日～2月20日 空知

11月20日～11月21日 釧路

11月20日～11月21日 釧路

12月4日～12月5日 北空知

12月11日～12月12日 苫小牧

12月18日～12月19日 札幌

1月9日～1月10日 釧路

2010年度 事業報告

　　　大     会     名

フットサルDEあそばナイト（プロジェクト事業）

レディースフットサル1Day大会セレブリーグ（プロジェクト事業）

第11回 北海道フットサルリーグ1stステージ

第11回 北海道フットサルリーグ2ndステージ

北海道フットサルリーグ入替戦

第6回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ1stステージ

第6回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ2ndステージ

第4回レディースフットサルノービスリーグ

フットサル推進PG U-8・U-10リーグ（プロジェクト事業）

大     会     名

第5回　全道大学フットサル大会　兼

第5回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第5回全道ビーチサッカーフェスティバル

第9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

第6回全道自治体職員フットサル大会

第2回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第1回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

第20回バーモンドカップ全日本少年フットサル大会

北海道予選

第22回全道Jrユースフットサル大会　兼

第16回全日本ユース（U-15）フットサル大会北海道予

JFAファミリーフットサルフェスティバル2010スペシャルステージ

ファミリーフットサルフェスティバル2010

第21回全道少女フットサル大会

PUMA CUP 2011 第16回全日本フットサル選手権

北海道地域大会



1月9日～1月10日 札幌

1月15日～1月16日 札幌SSAP

1月22日～1月23日 札幌ドーム

2月12日～2月13日 札幌

2月12日～2月13日 帯広

2月26日～2月27日 札幌

2月21日 札幌

2月26日～2月27日 札幌

3月5日～3月6日 札幌

3月5日～3月6日 札幌市　区体育館

10月16日～17日 帯広

＜全国大会＞

開  催  期  日 開     催     地

8月27日～2月29日 大阪市

10月9日～10月11日 静岡/エコパスタジアム

10月16日～10月17日 沖縄県/宜野湾市

11月5日～11月7日 三重県/三重サンアリーナ

2021/1/4～1月6日 東京/駒沢体育館

1月8日～1月10日 岐阜/メモリアルセンター

1月8日～1月10日 岐阜/メモリアルセンター

1次ラウンド 3月4日～3月6日 大阪府/神戸市

決勝トーナメント 3月11日～3月13日 東京都/代々木体育館

3月18日～3月20日 兵庫/神戸グリーンアリーナ

3月25日～3月27日 高知県/高知市

第10回北海道チャレンジド　フットサル大会

全道フットサル選手権2011（一般の部）

第6回　北海道シニアフットサルフェスティバル

平成22年度北海道フットサル地区リーグ決勝大会

第6回全日本大学フットサル大会　2010

第1回全道地区選抜フットサル大会

大     会     名

2011”コンサドーレカップ”全道市町村サッカーフェスティバル

PUMA CUP 2011

第16回全日本フットサル選手権

全道フットサル選手権2011（U-14の部）

第21回全道フットサル選手権2011（女子の部）

全道フットサル選手権2011(U-12の部）

第22回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会

第16回全日本ユース（U-15）フットサル大会

第11回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ

第3回トリムカップ　全国女子選抜フットサル大会

第26回全国選抜フットサル大会

第5回全国ビーチサッカー大会2014

第7回全日本女子フットサル選手権大会

第20回バーモントカップ全日本少年フットサル大会

第1回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会



＜イベント大会＞

開  催  期  日 開     催     地

未定 旭川、帯広

6月12日 札幌/白石区体育館

8月1日 名古屋市/オーシャンアリーナ

12月19日 つどーむ

未定 札幌

＜講習・研修会＞

開  催  期  日 会            場

5月15日～16日 23日 30日

5月22日～23日 23日 30日

認定講習会 4月25日

更新講習会 4月25日

随時 各地区サッカー協会

随時 各地区サッカー協会

7月3日～7月4日 旭川

10月 札幌

7月24日～7月25日 札幌

未定 旭川

未定 帯広

JFA認定・フットサルC級コーチ養成講習会

フットサル普及指導員認定講習会

大     会     名

講  習  会  等

平成22年度　公式競技記録員養成講習会

平成22年度 HFA公認マッチコミッショナー講習会

フットサル審判講習会（4級）

フットサル審判講習会（3級）

Ｈonda CUP 全国大会

オープンレディースカップ2010

スプリング・フェスティバル2011

札幌SSAP

札幌SSAP

フットサル公式競技記録員養成講習会

バーモントフットサル教室＆地区フットサル教室

Ｈonda CUP 



＜リーグ戦＞

開  催  期  日 開     催     地

7月20日～2月12日 各本拠地

5月22日～9月11日 札幌、江別、旭川、苫小牧

9月25日～1月15日 札幌、江別、旭川、苫小牧

3月4日 札幌

5月14日～9月10日 札幌、江別

9月24日～1月28日 札幌、江別

5月8日～1月15日 札幌、旭川

5月15日～2月5日 札幌、江別

5月21日～10月8日 札幌SSAP　他

5月18日～2月15日 札幌SSAP　他

10月15日～1月7日 札幌市各区体育館

＜全道大会＞

開  催  期  日 開     催     地

7月2日～7月3日 札幌（江別）

7月23日～7月24日 石狩市（石狩浜海水浴場）

未定～ 全道各地区12会場

10月1日～10月2日 江別

11月10日～11月11日 札幌

北ブロック大会 11月19日～11月20日 宗谷

南ブロック大会 1月21日～1月22日 札幌

11月19日～11月20日 旭川

第22回全道少女フットサル大会 1月14日～1月15日 札幌

第7回全道自治体職員フットサル大会

第3回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第2回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

セレブリーグ1Dayフットサル大会（プロジェクト事業）

フットサル推進PG U-8・U-10リーグ（プロジェクト事業）

大     会     名

第6回　全道大学フットサル大会　兼

第6回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第6回全道ビーチサッカーフェスティバル

第10回北海道レディースフットサル大会　兼

第7回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

ファミリーフットサルフェスティバル2010

第17回北海道専門学校フットサル大会

フットサルDEあそばナイト（プロジェクト事業）

2011年度 事業報告

　　　大     会     名

第1回北海道女子フットサルリーグ

第5回レディースフットサルノービスリーグ

Ｆリーグ2011　powered by ウイダーinゼリー

第12回 北海道フットサルリーグ1stステージ

第12回 北海道フットサルリーグ2ndステージ

北海道フットサルリーグ入替戦

第7回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ1stステージ

第7回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ2ndステージ



札幌ブロック大会 11月3日～11月5日 札幌

道央ブロック大会 11月12日～11月13日 道央

道南ブロック大会 11月6日 道南

道東ブロック大会 11月5日 道東

道北ブロック大会 11月6日 道北

12月3日～12月4日 苫小牧

12月3日～12月4日 千歳

12月10日～12月11日 札幌

2021年12月11日 札幌

1月7日～1月8日 函館

1月8日～1月9日 釧路

2012年1月～ 札幌ドーム

全道フットサル選手権2012（U-14の部） 2月18日～2月19日 札幌

第22回全道フットサル選手権2012（女子の部） 2月25日～2月26日 札幌

開  催  期  日 開     催     地

2月18日～2月19日 十勝

2月19日 札幌

2月25日～2月26日 札幌

2月25日～2月26日 室蘭

3月3日 札幌

10月29日～10月30日 北広島市

第23回全道Jrユースフットサル大会　兼　第17回

全日本ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

2012”コンサドーレカップ”全道市町村サッカーフェスティバル

第2回全道地区選抜フットサル大会

JFAファミリーフットサルフェスティバル2010スペシャル

全国女子選抜フットサル大会北海道予選

PUMA CUP 2011 第16回全日本フットサル選手権

北海道地域大会

第23回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会

大     会     名

全道フットサル選手権2012(U-12の部）

第11回北海道チャレンジド　フットサル大会

全道フットサル選手権2012（一般の部）

第7回　北海道シニアフットサルフェスティバル

平成23年度北海道フットサル地区リーグ決勝大会

第22回バーモンドカップ全日本少年

フットサル大会 北海道ブロック大会

第22回バーモンドカップ全日本少年フットサル大会

北海道予選



＜全国大会＞

開  催  期  日 開     催     地

8月26日～8月28日 大阪/舞洲アリーナ

9月30日～10月2日 山形県/小瀬スポーツ公園

9月24日～9月25日 熊本県/芦北町

11月4日～11月6日 兵庫/グリーンアリーナ

1月4日～6日 東京/駒沢体育館

1月8日～9日 岐阜/メモリアルセンター

1月7日～9日 岐阜/メモリアルセンター

1次ラウンド 3月9日～3月11日 静岡、大阪

決勝トーナメント 3月16日～3月18日 東京/代々木体育館

2月24日～2月26日 鹿児島/鹿児島アリーナ

3月23日～3月25日 大阪/大阪市

＜イベント大会＞

開  催  期  日 開     催     地

10月　11月 札幌、旭川

6月11日～6月12日 札幌/白石区体育館

8月7日～ 名古屋/オーシャンアリーナ

未定 つどーむ

未定 札幌

大     会     名

Ｈonda CUP FUTSAL FIESTA　北海道大会

Ｈonda CUP FUTSAL FIESTA　 全国大会

オープンレディースカップ2011

スプリング・フェスティバル2012

バーモントフットサル教室＆地区フットサル教室

PUMA CUP 2012

第17回全日本フットサル選手権

大     会     名

第2回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会

第17回全日本ユース（U-15）フットサル大会

第12回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ

第4回トリムカップ　全国女子選抜フットサル大会

第8回全日本大学フットサル大会　2011

第27回全国選抜フットサル大会

第6回全国ビーチサッカー大会2011

第8回全日本女子フットサル選手権大会

第22回バーモントカップ全日本少年フットサル大会



＜講習・研修会＞

開  催  期  日 会            場

5月21～5月22日 札幌

6月11日～6月12日 旭川

認定講習会 4月16日～4月17日 札幌、室蘭

更新講習会 4月17日 札幌

随時 各地区サッカー協会

随時 各地区サッカー協会

5月21日～5月22日 札幌

6月11日～6月12日 旭川

10月27日～10月30日 札幌

11月 釧路

1月 札幌

フットサル普及指導員認定講習会

講  習  会  等

フットサル審判講習会（3級）

フットサル審判講習会（4級）

フットサル公式競技記録員養成講習会

JFA認定・フットサルC級コーチ養成講習会

平成22年度　HFA公認マッチコミッショナー講習会

平成22年度　公式競技記録員養成講習会



＜リーグ戦＞

開  催  期  日 開     催     地

2021/6/16～1月27日 各本拠地

5月20日～9月9日 札幌、江別、旭川、苫小牧

9月23日～1月6日 札幌、江別、旭川、苫小牧

11月24日～11月25日 札幌

2月23日 江別市　道立野幌体育館

3月24日 札幌　北区体育館

5月12日～9月8日 札幌、江別

9月29日～1月26日 札幌、江別

6月10日～1月20日 札幌、旭川

12月1日～12月2日 札幌

5月27日～2月17日 札幌、江別

5月20日～1月27日 札幌、江別

4月14日～9月15日 札幌SSAP　他

5月16日～12月19日 札幌SSAP　他

10月13日～1月12日 札幌市各区体育館

＜全道大会＞

開  催  期  日 開     催     地

7月7日～7月8日 札幌（江別）

7月22日 石狩市（石狩浜海水浴場）

4月～25年3月 全道各地区12会場

9月1日～9月2日 江別

11月19日～11月20日 札幌

北ブロック大会 11月17日～11月18日 十勝

南ブロック大会 2月2日～2月3日 室蘭

2012年度 事業報告

　　　大     会     名

第2回北海道女子フットサルリーグ

フットサルDEあそばナイト（プロジェクト事業）

道女子フットサルリーグカップ2012

第2回レディースフットサルクレバーリーグ

第6回レディースフットサルノービスリーグ

Ｆリーグ2012　powered by ウイダーinゼリー

第13回 北海道フットサルリーグ1stステージ

第13回 北海道フットサルリーグ2ndステージ

北海道フットサルリーグカップ2012

平成24年度北海道フットサル地区リーグ決勝大会

北海道フットサルリーグ入替戦

第8回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ1stステージ

第8回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ2ndステージ

第11回北海道レディースフットサル大会　兼

第9回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

第8回全道自治体職員フットサル大会

第18回北海道専門学校フットサル大会

ファミリーフットサルフェスティバル2012

セレブリーグ1Dayフットサル大会（プロジェクト事業）

フットサル推進PG U-8・U-10リーグ（プロジェクト事業）

大     会     名

第7回　全道大学フットサル大会　兼

第8回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第7回全道ビーチサッカーフェスティバル



11月24日～11月25日 千歳

2月2日～2月3日 十勝

札幌ブロック大会 11月3日～11月4日 札幌

道央ブロック大会 11月10日～11月11日 道央

道南ブロック大会 11月4日 道南

道東ブロック大会 11月10日 道東

道北ブロック大会 11月4日 道北

12月1日～12月2日 函館

12月8日～12月9日 札幌

2月16日～ 札幌　つどーむ

12月 札幌

1月12日～1月13日 空知

1月12日～1月13日 苫小牧

25年2月9日～2月11日 札幌ドーム

2月16日～2月17日 釧路

2月23日～2月24日 十勝

3月2日～3月3日 十勝

3月3日 札幌

3月2日～3月3日 札幌

3月23日～3月24日 千歳

10月6日～10月7日 札幌第3回全道全道地区選抜フットサル大会

全道フットサル選手権2012（U-14の部）

第23回全道フットサル選手権2012（女子の部）

第4回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第2回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

第22回バーモンドカップ全日本少年

フットサル大会　北海道ブロック大会

第22回バーモンドカップ全日本少年フットサル大会

北海道予選

第24回全道Jrユースフットサル大会　兼　第18回

全日本ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

全道フットサル選手権2012(U-12の部）

第12回北海道チャレンジド　フットサル大会

全道フットサル選手権2012（一般の部）

第8回北海道シニアフットサルフェスティバル

第23回全道少女フットサル大会

JFAファミリーフットサルフェスティバル2010スペシャルステージ

全国女子選抜フットサル大会北海道予選

PUMA CUP 2012 第18回全日本フットサル選手権

北海道地域大会

第24回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会

2012”コンサドーレカップ”全道市町村サッカーフェスティバル



＜全国大会＞

開  催  期  日 開     催     地

8月24日～8月26日 大阪/舞洲アリーナ

9月15日～9月17日 北海道札幌市

9月21日～9月23日 和歌山県白浜町

11月2日～11月4日 北九州市総合体育館

1月2日～1月4日 東京/駒沢体育館

1月12日～1月14日 三重県伊勢市サンアリーナ

1月12日～1月14日 三重県伊勢市サンアリーナ

1次ラウンド 3月8日～3月10日 大阪、神戸、静岡

決勝トーナメント 3月15日～3月17日 東京/代々木体育館

2月22日～2月24日 愛知県/岐阜県

3月22日～3月24日 大阪市

＜イベント大会＞

開  催  期  日 開     催     地

6月9日～6月10日 札幌市西区体育館

7月29日 名古屋/オーシャンアリーナ

11月～12月予定 札幌市西区体育館

2013年3月 名古屋/オーシャンアリーナ

2012年5月 道立体育センター

2013年4月 札幌

大     会     名

大     会     名

スプリング・フェスティバル2013

Ｈonda CUP 一般・一般ビギナー・高校・女子・少女

Ｈonda CUP FUTSAL FIESTA　 全国大会

U-18フットサルトーナメント2013　北海道大会

U-18フットサルトーナメント2013　全国大会

エスポラーダ＆スボルメカップ

第13回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ

第5回トリムカップ　全国女子選抜フットサル大会

第8回全日本大学フットサル大会　2011

第28回全国選抜フットサル大会

第7回全国ビーチサッカー大会2011

第9回全日本女子フットサル大会

第23回バーモントカップ全日本少年フットサル大会

第3回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会

第18回全日本ユース（U-15）フットサル大会

PUMA CUP 2012

第18回全日本フットサル選手権



＜講習・研修会＞

開  催  期  日 会            場

（講義）5月12日、5月19日 札幌

（実技）5月13日、20日、6月3日 札幌

認定講習会 （札）4月15日、（帯）4月29日 札幌、帯広

更新講習会 4月22日 札幌

4月20日、5月12日 各地区サッカー協会

未定 各地区サッカー協会

5月19日～5月20日 札幌

2月17日 釧路

4月～25年3月 各ブロック

11月 十勝

11月 北見

フットサル公式競技記録員養成講習会

JFA認定・フットサルC級コーチ養成講習会

フットサル普及指導員認定講習会

講  習  会  等

平成24年度　公式競技記録員養成講習会

平成24年度 HFA公認マッチコミッショナー講習会

フットサル審判講習会（4級）

フットサル審判講習会（3級）



＜リーグ戦＞

開  催  期  日 開     催     地

5月12日～9月8日 芦別市総合体育館

2013年6月15日～2014年2月 各本拠地

5月11日～5月12日 札幌　豊平・東区体育館

5月11日～8月10日 札幌市内各区体育館

9月7日～12月7日 札幌市内各区体育館

6月2日～9月8日 札幌、旭川、苫小牧

9月15日～1月5日 札幌、江別、旭川、苫小牧

5月12日～9月23日 札幌、江別、旭川、苫小牧

10月14日～26年2月9日 札幌、旭川

6月23日～2月2日 札幌、旭川

6月30日～2月9日 札幌、江別

26年3月1日～3月2日 江別市　道立野幌体育館

3月9日 札幌　豊平区体育館

3月9日 札幌　豊平区体育館

5月25日～11月2日 札幌　白石区体育館

5月29日～12月18日 札幌SSAP　他

10月12日～1月11日 札幌市各区体育館

＜全道大会＞

開  催  期  日 開     催     地

6月29日～6月30日 札幌（江別）

7月21日 石狩市（石狩浜海水浴場）

4月～26年2月 全道各地区12会場

9月7日～9月8日 江別

10月5日～10月6日 釧路

平成24年度北海道フットサル地区リーグ決勝大会

北海道フットサルリーグ入替戦

北海道女子フットサルリーグ入替戦

ファミリーフットサルフェスティバル2013

U-8＆U-10フットサルリーグ（プロジェクト事業）

第7回全道ビーチサッカーフェスティバル

第12回北海道レディースフットサル大会　兼

第10回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

大     会     名

第8回全道大学フットサル大会　兼

第9回全日本大学フットサル大会北海道予選

2013年度 事業報告

　　　大     会     名

第2回北海道女子フットサルリーグ1stステージ

レディースフットサルクレバーリーグ

第2回北海道女子フットサルリーグ2ndステージ

エスポラーダ北海道　プレシーズンマッチ

Ｆリーグ2013　powered by ウイダーinゼリー

北海道フットサルリーグカップ2012

第9回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ1stステージ

第9回 カレッジ・フットサルスーパーリーグ2ndステージ

第14回 北海道フットサルリーグ1stステージ

第14回 北海道フットサルリーグ2ndステージ

レディースフットサルノービスリーグ

悠々フットサル（プロジェクト事業）

レディースフットサル1Day大会セレブリーグ（プロジェクト事業）

第4回全道地区選抜フットサル大会



11月28日～11月29日 札幌

北ブロック大会 11月16日～11月17日 音更

南ブロック大会 1月25日～1月26日 伊達

11月16日～11月17日 函館

2月22日～2月23日 北空知

札幌ブロック大会 11月9日～11月10日 札幌

道央ブロック大会 11月16日～11月17日 空知主管

道南ブロック大会 11月9日 苫小牧主管

道東ブロック大会 11月16日～11月17日 十勝主管

道北ブロック大会 11月3日 道北主管

11月30日～12月1日 釧路

札幌ブロック予選 11月16日～11月17日 札幌

道央ブロック予選 11月16日～11月17日 空知主管

道南ブロック予選 11月16日～11月17日 室蘭主管

道東ブロック予選 11月16日～11月17日 十勝主管

道北ブロック予選 11月16日 道北主管

12月7日～12月8日 釧路

12月予定 札幌

12月 札幌

1月11日～1月12日 苫小牧

1月11日～1月12日 十勝

1月 札幌ドーム

3月1日～3月2日 札幌

2月15日～2月16日 札幌

2月22日～2月23日 札幌

2月22日～2月23日 十勝

2月16日 札幌

第25回全道Jrユースフットサル大会　兼

第19回全日本ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

第5回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第3回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

トリムカップ2014　全国女子選抜フットサル大会北海道予選

PUMA CUP 2014 第19回全日本フットサル選手権

北海道地域大会

第24回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会

2014”コンサドーレカップ”全道市町村サッカーフェスティバル

第13回北海道チャレンジド フットサル大会

第24回全道少女フットサル大会

第19回北海道専門学校フットサル大会

第25回全道Jrユースフットサル大会　兼

第19回全日本ユース（U-15）フットサル大会

北海道予選

全道フットサル選手権2014（U-14の部）

全道フットサル選手権2014（一般の部）

第23回全道フットサル選手権2014（女子の部）

全道フットサル選手権2014（U-12の部）

第23回バーモンドカップ全日本少年フットサル大会

北海道予選

第23回バーモンドカップ全日本少年

フットサル大会  北海道ブロック大会

第8回全道自治体職員フットサル大会

JFAファミリーフットサルフェスティバル2013スペシャルステージ



3月1日～3月2日 小樽

＜全国大会＞

開  催  期  日 開     催     地

8月23日～8月25日 大阪/舞洲アリーナ

9月21日～9月23日 岩手県花巻市

10月18日～10月20日 沖縄県宜野湾市

11月2日～11月4日 福岡北九州市

1月4日～1月6日 東京/駒沢体育館

1月11日～1月13日 三重県伊勢市

1月11日～1月13日 三重県伊勢市

1次ラウンド 3月7日～3月9日 大阪府・静岡県

決勝トーナメント 3月14日～3月16日 東京/代々木体育館

2月21日～2月23日 愛知県/名古屋市

3月下旬～ 岩手県/花巻市予定

＜イベント大会＞

開  催  期  日 開     催     地

5月6日

6月8日～6月9日 札幌市西区体育館

7月27日～7月28日 名古屋/オーシャンアリーナ

2014年1月25日～1月26日 札幌市西区体育館

2014年3月下旬 名古屋/オーシャンアリーナ

2013年11月 札幌

第23回バーモントカップ全日本少年フットサル大会

第4回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会

第19回全日本ユース（U-15）フットサル大会

オータム・フェスティバル2013（フットサル/ドッチボール/綱引き）

第2回北海道シニアフットサルフェスティバル

PUMA CUP 2013

第19回全日本フットサル選手権

大     会     名

第29回全国選抜フットサル大会

第8回全国ビーチサッカー大会2013

第10回全日本女子フットサル大会

エスポラーダ＆スボルメカップ

Ｈonda CUP 一般・女子・U-12

Ｈonda CUP  全国大会

U-18フットサルトーナメント2014　北海道大会

U-18フットサルトーナメント2014　全国大会

第14回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ

トリムカップ2014第6回全国女子選抜フットサル大会

第9回全日本大学フットサル大会　2013

大     会     名



＜講習・研修会＞

開  催  期  日 会            場

認定講習会 (札)4月15日、(帯)4月29日 札幌、帯広

更新講習会 4月22日 札幌

4月20日、5月7日 札幌コンベンションセンター

未定 各地区サッカー協会

6月1日～6月2日 札幌

11月16日～11月17日 十勝

25年1月17日～1月19日 未定

11月上旬 旭川

11月下旬 函館

＜フットサル・アカデミー＞

開  催  期  日 開     催     地

年間を通じて 札幌市内

年間を通じて 札幌市内

年間を通じて 道央圏

講　習　会　等

フットサル審判講習会（4級）

フットサル審判講習会（3級）

フットサル公式競技記録員養成講習会

JFA認定・フットサルC級コーチ養成講習会

フットサル普及指導員認定講習会

講  習  会  等

平成25年度　HFA公認マッチコミッショナー講習会

レディースフットサル教室

ノルディックウォーキング（地域貢献事業）

ガールズ・U-12フットサル教室



＜リーグ戦＞

開  催  期  日 開     催     地

5月17日 帯広市総合体育館

6月28日～2015年2月 各本拠地

11月7日～9日 北海きたえーる

5月10日～11日 江別市　道立野幌体育館

6月1日～8月17日 札幌、旭川、苫小牧、函館

9月21日～2015年1月4日 札幌、旭川、苫小牧、函館

5月25日～6月29日 札幌、旭川

8月24日～9月14日 札幌、旭川

11月16日～2015年1月11日 札幌、旭川

6月7日～9月27日 札幌市内区体育館

10月1日～2015年1月24日 札幌市内区体育館

6月29日～2015年3月1日 札幌、旭川、江別

6月29日～2015年3月1日 札幌、旭川、江別

6月29日～2015年3月1日 札幌、旭川、江別

2015年2月28日～3月1日 札幌市豊平区体育館

2015年3月8日 札幌市豊平区体育館（中止）

4月～11月 札幌市白石区体育館

5月～2015年1月 札幌　SSAP他

10月～2015年1月10日 札幌市内区体育館

7月14日～2015年1月24日 札幌市内体育館

レディースフットサル　クレバーリーグ  Division1

2014年度 事業報告

　　　大     会     名

第10回カレッジフットサルスーパーリーグ  1stステージ

第10回カレッジフットサルスーパーリーグ  2ndステージ

北海道フットサルリーグ2014  2ndステージ

北海道女子フットサルリーグ2014  1stステージ

北海道女子フットサルリーグ2014  2ndステージ

北海道女子フットサルリーグ2014  3rdステージ

悠々フットサル（プロジェクト事業）

U-8・U-10フットサルリーグ（プロジェクト事業）

カレッジフットサル華リーグ

平成26年度北海道フットサル地区リーグ決勝大会

エスポラーダ北海道　プレシーズンマッチ

Ｆリーグ2014　powered by ウイダーinゼリー

Ｆリーグ2014　powered by ウイダーinゼリー＜セントラル開催＞

北海道フットサルリーグカップ

北海道フットサルリーグ2014  1stステージ

レディースフットサル　クレバーリーグ  Division2

レディースフットサル　クレバーリーグ  Division3

レディースフットサル１Day大会セレブリーグ（プロジェクト事業）

北海道フットサルリーグ入替戦



＜全道大会＞

開  催  期  日 開     催     地

７月12日～13日 江別/道立野幌総合運動公園総合体育館

7月20日 石狩/あそびーち

5月～2015年2月 各地区

9月21日、28日 札幌/イーワンスタジアム

11月11日～12日 江別/道立野幌総合運動公園総合体育館

12月3日～4日 札幌/北海きたえーる 

北ブロック大会 中止

南ブロック大会 2015年2月14日～15日 千歳市スポーツセンター 

11月29日～30日 釧路/湿原の風アリーナ釧路 

2015年1月10日～11日 釧路/湿原の風アリーナ釧路 

札幌ブロック大会 11月1日～3日 札幌/市内小学校体育館、市内区体育館

道央ブロック大会 11月8日～9日 千歳/千歳市スポーツセンター

道南ブロック大会 11月2日 函館/七飯町立七重小学校

道東ブロック大会 11月8日～9日 釧路/釧路町総合体育館

道北ブロック大会 11月2日 道北/名寄市スポーツセンター

12月6日～7日 千歳/恵庭市総合体育館

札幌ブロック大会 11月15日～16日 札幌/札幌市内中学校体育館

道央ブロック大会 11月15日～16日 空知/栗山町スポーツセンター

道南ブロック大会 11月15日～16日 室蘭/室蘭地区・中学校体育館

道東ブロック大会 11月15日～16日 釧路/釧路町総合体育館

道北ブロック大会 11月24日 道北/名寄市スポーツセンター

12月6日～７日 十勝/士幌町総合研修センターすこやか体育館

第６回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第４回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

第24回バーモンドカップ全日本少年

フットサル大会　　北海道ブロック大会

第24回バーモンドカップ全日本少年フットサル大会  北海道

予選

JFAファミリーフットサルフェスティバル2014

第５回全道地区リーグ選抜フットサル大会

第20回北海道専門学校フットサル大会

第25回全道少女フットサル大会

第13回北海道レディースフットサル大会　兼

第11回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

第10回全道自治体職員フットサル大会

第26回全道ユース（U-15）フットサル大会　兼

第20回全日本ユース（U-15）北海道予選

第26回全道ユース（U-15）フットサル大会

兼　第20回全日本ユース（U-15）

フットサル大会北海道予選

大     会     名

第9回　全道大学フットサル大会　兼

第10回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第９回全道ビーチサッカーフェスティバル　兼

全国ビーチサッカー2014北海道予選



2014年12月23日 札幌/イーワンスタジアム　２号館

2015年1月10日～11日 十勝/帯広市総合体育館、音更町総合体育館サンドームおとふけ

2015年2月21日～22日 札幌/北海きたえーる

2015年2月28日～3月1日 釧路/湿原の風アリーナ釧路

2015年2月21日～22日 札幌/北海きたえーる

2015年2月21日～22日 十勝/帯広市総合体育館、音更町総合体育館サンドームおとふけ

2015年2月1日 札幌/つどーむ

平成27年2月21日～22日 滝川市スポーツセンター/青年体育センター

2015年2月7日、8日、11日 札幌/札幌ドーム

トリムカップ2015全国女子選抜フットサル大会北海道予選

PUMA CUP 2015 第20回全日本フットサル選手権北海道地域大会

2015　コンサドーレ・エスポラーダカップ

全道市町村サッカーフットサルエンジョイ大会

第26回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会　兼

第2回全日本ユース（U-18）フットサル大会（仮称）

北海道予選

全道フットサル選手権2015（一般の部）

全道フットサル選手権2015（U-14）

全道フットサル選手権2015（U-12）

全道フットサル選手権2015(女子の部）

第14回北海道チャレンジド　フットサル大会

第3回シニアフットサルフェスティバル

2015年1月24日～25日 江別/道立野幌総合運動公園総合体育館



＜全国大会＞

開  催  期  日 開     催     地

8月22日～24日 大阪府/舞洲アリーナ

2014年9月13日～15日 岡山県/総社市スポーツセンター体育館　きびじアリーナ

10月3日～5日 岡山県/玉野市渋川海岸

11月7日～9日 北海道/湿原の風アリーナ釧路

2015年1月4日～6日 首都圏/駒沢体育館、大田区体育館

2015年1月10日～12日 愛知県/スカイホール豊田

2015年1月10日～12日 愛知県/スカイホール豊田

1次ラウンド 2015年3月6日～8日 静岡、大阪、兵庫、代々木

決勝トーナメント 2015年3月13日～15日 東京都/代々木競技場第一体育館

2015年2月20日～22日 一宮総合体育館/岐阜メモリアルセンター/ テバオーシャンアリーナ

2015年2月20日～22日 名古屋市/テバオーシャンアリーナ

2015年3月27日～29日 宮城県/学校法人朴沢学園　仙台大学

2015年３月24日～25日 東京都/墨田区総合体育館

＜フットサル普及事業＞

開  催  期  日 開     催     地

5月6日 北海きたえーる 

6月14日～15日 札幌 豊平区体育館・南区体育館

7月26日～27日 名古屋市/テバオーシャンアリーナ

12月7日 札幌/イーワンスタジアム

11月1日 北海きたえーる サブアリーナ

＜講習・研修会＞

開  催  期  日 会　　　　　場

12月7日 釧路

大     会     名

PUMA CUP 2015

第20回全日本フットサル選手権大会

第10回全日本大学フットサル大会

第30回全国選抜フットサル大会

第9回全国ビーチサッカー大会2014

第11回全日本女子フットサル選手権大会

第24回バーモントカップ全日本少年フットサル大会

第5回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会

第20回全日本ユース（U-15）フットサル大会

第15回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ

2015年地域女子リーグカップ

トリムカップ2015　第7回全国女子選抜フットサル大会

大     会     名

講  習  会  等

O-40レディースフットサルフェスティバル

フットサル指導者講習会

ユースフットサル選抜トーナメント2015

エスポラーダ＆スボルメカップ

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　北海道大会

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　 全国大会

会長杯U-18フットサル大会



＜リーグ戦＞

開  催  期  日 開     催     地

北海道フットサルリーグカップ 5月9日～10日 江別市　道立野幌体育館

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ2015 5月31日～12月20日 札幌、旭川、苫小牧、函館、室蘭

北海道女子フットサルリーグ2015  1部 6月14日～2016年1月10日 札幌、旭川

北海道女子フットサルリーグ2015  2部 6月14日～2016年1月10日 札幌、旭川

第11回カレッジフットサルスーパーリーグ 5月30日～2016年2月20日 札幌市内区体育館

平成27年度北海道フットサル地区リーグ決勝大会 2016年2月27日～2月28日 札幌市北区体育館

北海道フットサルリーグ入替戦 2016年3月6日 札幌市南区体育館

レディースフットサル2015 ノービス・イパネマリーグ 7月12日～2016年2月21日 札幌市内区体育館

悠々フットサル（プロジェクト事業） 4月～11月 札幌市内区体育館

カレッジ・フットサル華リーグ 6月20日～2016年1月17日 札幌市内区体育館 他

ガールズ1Dayフットサルリーグ2015 10月～2016年3月 札幌　SSAP　他

Ｕ-8・Ｕ-10フットサルリーグ（プロジェクト事業） 10月10日～2016年1月9日 札幌市内区体育館

＜全道大会＞

開  催  期  日 開     催     地

6月13日～14日 札幌市豊平区体育館

7月19日 石狩あそびーち

JFAファミリーフットサルフェスティバル2015 5月～2016年2月 きたえーる、各地区

9月13日､27日 札幌市豊平区体育館、江別市野幌総合体育館

第６回全道地区選抜フットサル大会 10月10日～11日 湿原の風アリーナ釧路

第21回北海道専門学校フットサル大会 12月1日～2日 きたえーる

北ブロック大会 11月28日～29日 北見体育センター

南ブロック大会 2016年2月13日～14日 苫小牧市総合体育館

11月14日～15日 函館アリーナ
第７回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第６回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予選

2015年度 事業報告

第10回　全道大学フットサル大会　兼

第11回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第10回全道ビーチサッカー大会 in 石狩　兼

第10回全国ビーチサッカー大会北海道予選

第14回北海道レディースフットサル大会　兼

第12回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

第11回全道自治体職員フットサル大会

大     会     名

大     会     名



第26回全道少女フットサル大会 2016年2月6日～7日 函館アリーナ

札幌ブロック大会 6月14日､21日 札幌内区体育館、小学校体育館

道央ブロック大会 2015年2月7日～8日 美唄市総合体育館

道南ブロック大会 2015年3月14日 伊達市総合体育館

道東ブロック大会 2015年2月14日 遠軽町総合体育館

道北ブロック大会 4月4日 名寄市スポーツセンター

7月11日～12日 江別市野幌総合体育館

札幌ブロック大会 11月14日～15日 札幌市内中学校体育館

道央ブロック大会 11月14日～15日 栗山町スポーツセンター

道南ブロック大会 11月14日～15日 伊達市立伊達中学校体育館

道東ブロック大会 11月14日～15日 新得町総合体育館（サホロアリーナ）

道北ブロック大会 11月14日 名寄市スポーツセンター

12月5日～6日 士幌町総合研修センターすこやか体育館

12月23日 イーワンスタジアム

2016年1月9日～10日 湿原の風アリーナ釧路

2016年1月23日～24日 江別市野幌総合体育館

全道フットサル選手権2016（一般の部） 2016年2月13日～14日 きたえーる

全道フットサル選手権2016（U-14） 2016年3月5日～6日 江別市野幌総合体育館

全道フットサル選手権2016（U-12） 2016年2月20日～21日 帯広市総合体育館、サンドームおとふけ

全道フットサル選手権2016(女子の部） 2016年2月13日～14日 きたえーる

第15回北海道チャレンジド　フットサル大会 2016年2月6日 北広島市総合体育館

第4回シニアフットサル選手権大会 2016年3月5日～6日 札幌市豊平区体育館

2016年2月11日～13日 札幌ドーム

バーモンドカップ第25回全日本少年

フットサル大会  北海道ブロック大会

バーモンドカップ第25回全日本少年フットサル大会

北海道予選

第27回全道ユース（U-15）フットサル大会

兼　第21回全日本ユース（U-15）

フットサル大会　北海道予選

第27回全道ユース（U-15）フットサル大会　兼

第21回全日本ユース（U-15）北海道予選

トリムカップ2016全国女子選抜フットサル大会北海道予選

第20回全日本フットサル選手権北海道地域大会

第27回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会　兼

第3回全日本ユース（U-18）フットサル大会北海道予選

2016　コンサドーレ・エスポラーダカップ

全道市町村サッカーフットサルエンジョイ大会



＜全国大会＞

開  催  期  日 開     催     地

第11回全日本大学フットサル大会 8月21日～23日 函館アリーナ

第31回全国選抜フットサル大会 10月2日～4日 金沢市/いしかわ総合スポーツセンター

第10回全国ビーチサッカー大会 9月11日～13日 明石市/大蔵海岸

第12回全日本女子フットサル選手権大会 11月6日～8日 北海道/湿原の風アリーナ釧路

バーモントカップ第25回全日本少年フットサル大会 8月14日～16日 駒沢オリンピック公園体育館/大田区総合体育館

第6回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会 2016年1月10～11日 豊田市/スカイホール豊田

第21回全日本ユース（U-15）フットサル大会 2016年1月9日～11日 豊田市/スカイホール豊田

第2回全日本ユース（U-18）フットサル大会 8月20日～23日 宮城/ゼビオアリーナ、仙台市体育館

1次ラウンド 2016年3月4日～6日 静岡/エコパアリーナ

決勝トーナメント 2016年3月11日～13日 東京/代々木第一体育館

2016年2月26日～28日 名古屋/テバオーシャンアリーナ　他

第3回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ(レディース） 2016年2月19日～21日 名古屋/テバオーシャンアリーナ

2016年3月25日～27日 名古屋/愛知県体育館

2016年3月19日～20日 墨田区総合体育館（東京都墨田区）

＜フットサル普及事業＞

開  催  期  日 開     催     地

エスポラーダ＆スボルメカップ 4月12日 札幌/北海きたえーる

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　北海道大会 6月13日、21日 札幌/西区体育館・北区体育館

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　 全国大会 8月1日～2日 名古屋/テバオーシャンアリーナ

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 5月10日、10月4日 札幌/豊平区体育館、南区体育館

北海道O-40レディースフットサルフェスティバル大会 11月1日 栗山町スポーツセンター

第21回全日本フットサル選手権大会

トリムカップ2016　第８回全国女子選抜フットサル大会

GAViC　CUPユースフットサル選抜トーナメント2016

SuperSports XEBIO

第16回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ

大     会     名

大     会     名



＜講習・研修会＞

　　　　　講　習　会　等 開　催　期　日 会　　　　　場

平成27年度　HFA公認マッチコミッショナー講習会 認定講習会 4月5日、12日 札幌

4級 4月14日・5月7日　他 札幌コンベンションセンター

3級 9月12日 札幌

フットサル公式記録員養成講習会 6月6日～7日、9月12日～13日 札幌、函館

フットサル指導者講習会 8月22～23日 SSAP   イーワンスタジアム

フットサル審判員資格認定講習会



＜リーグ＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優勝 準優勝 ３位

北海道フットサルリーグカップ 5月7日～8日 江別 11 Divertido旭川 Bommac LEVO函館

5月29日～12月25日

札幌、旭川

苫小牧、函館

室蘭、十勝

10 Divertido旭川
D.C Asahikawa

Futsai Club
Bommac

北海道女子フットサルリーグ2016  1部 6月12日～2017年1月15日 札幌,旭川　 7 Safilva Colmillo S.L Daspeed CLIO-NE

北海道女子フットサルリーグ2016  2部 6月12日～2017年2月12日 札幌 11
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
persona Merienda

第12回カレッジフットサルスーパーリーグ 5月28日～2017年2月18日 札幌 12 北海道Esperanza Sui.Escravo Hermosa Cadera

2017年2月11日～12日 札幌 7 ADERIZA Ｋ.Ｓ　disfido *

北海道フットサルリーグ入替戦 2017年3月5日 札幌 2

8月7日～2017年3月20日 札幌 8 札幌信濃FC L.F.C.RASH Hokusai Girls'FC

悠々フットサル（プロジェクト事業） 4月16日～12月3日 札幌 * * * *

カレッジ・フットサル華リーグ 7月9日～2017年2月19日 札幌 5 北翔大学 北海道教育大学岩見沢校 ＧaＮ☆Dre

ガール1dayフットサルリーグ2016 11月～2017年3月20日 江別、石狩 * * * *

Ｕ-8・Ｕ-10フットサルリーグ（プロジェクト事業） U-8 10月8日～2017年1月7日 札幌 22
FCコラージョ平岡公園

サッカースポーツ少年団
AGGRE U-12 kids(A) 羊丘サッカースポーツ少年団

Ｕ-8・Ｕ-11フットサルリーグ（プロジェクト事業） U-10 10月8日～2017年1月7日 札幌 39 L-WAVE.FC A 西園サッカースポーツ少年団 AGGRE U-12（A)

2016年度 事業報告および大会結果表

大会名

菅原工務店クレセルが北海道リーグ残留

レディースフットサル2016 ノービス・イパネマリーグ

平成28年度北海道フットサル地区リーグ決勝大会

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ2016



＜全道大会＞

開催期日 開催地 参加チーム数 優勝 準優勝 ３位

7月9日～10日 札幌 8 北海道Esperanza Hermosa Cadera
北星学園大学

札幌学院大学Amirgo

7月17日 石狩 3 La conquista  ByⅡ Hermosa Cadera

11月23日 江別

2017年3月12日 江別

9月3日、4日、11日 江別、札幌 10 Safilva Colmillo FC甲山レディース

S.L Daspeed

エスポラーダ北海道

イルネーヴェ

10月8日～9日 札幌 8 札幌選抜 十勝選抜 苫小牧選抜

11月29日～30日 札幌 14
専門学校北海道

体育大学校Ｂ

札幌リハビリテーション

専門学校

北海道メディカル・

スポーツ専門学校Ａ

北ブロック大会 11月26日～27日 根室 13 名寄FC 苫小牧市役所
根室市役所サッカー部

新ひだか町役場

南ブロック大会 2017年2月4日～5日 小樽 23 札幌市役所サッカー部 小樽市役所サッカー部
函館市役所サッカー部

旭川市役所

11月26日～27日 千歳 20 クラブフィールズ・リンダ  サンクFC　レディース

十勝フェアスカイ

リトルガールズ U-15

札幌BONITA　FC

2017年2月11日～12日 苫小牧 13
旭川トレセン

U-12・AKB

室蘭地区女子

トレセンU-12

西園サッカースポーツ

少年団リカシィー

札幌ブロック大会 6月11日～12日 札幌 40

道央ブロック大会 2016年3月5日～6日 北空知 16 ヴェンタス幌向 ベアーズサッカー少年団 DOHTO

道南ブロック大会 2016年3月12日 苫小牧 9

道東ブロック大会 2016年3月12日 根室 9

道北ブロック大会 4月2日 道北 8

7月9日～10日 江別 16 エスピーダ旭川　E DOHTO　Jr U-12

LIV FOOTBALL

CLUB U-12 A

FC　DATE少年団

札幌ブロック大会 11月12日～13日 札幌 49 アンフィニMAKI.FC 
LIV FOOTBALL

CLUB U-15 A

アスルクラロ札幌

U-15 A

道央ブロック大会 11月12日～13日 空知 6
DOHTO ジュニア

ユース

岩見沢市立光陵

中学校
サンクくりやまFC　A

道南ブロック大会 11月12日～13日 室蘭 9 フロンティア・トルナーレ 伊達市立伊達中学校

 ASC　U15

第4位・

函館市立亀田中学校

道東ブロック大会 11月12日～13日 釧路 9 浦幌中学校 帯北アンビシャス
FC網走U-15

根室市立啓雲中学校

サッカー部

道北ブロック大会 11月12日 道北 8
北海道コンサドーレ

旭川U-15

旭川市立

愛宕中学校
＊

12月3日～4日 江別 16 北海道コンサドーレ旭川U-15  DOHTO　Jrユース  ASC北海道U-15

2017年1月9日 札幌 3 北海道女子選抜 北海道女子Ｕ-１８選抜 北海道女子U-15選抜

2017年1月14日～15日 函館 20 Divertido旭川 菅原工務店クレセル
LEVO函館

Safilva

2017年1月21日～22日 釧路 20
北星学園大学附属

高等学校サッカー部A
白樺学園高等学校

北海道旭川北高等学校

札幌大谷高等学校Ａ

10月8日 東京

大会名

第11回　全道大学フットサル大会　兼

第12回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第11回全道ビーチサッカー大会 in 石狩　兼

第11回全国ビーチサッカー大会北海道予選

JFAファミリーフットサルフェスティバル2016

オータム北海道in 野幌総合運動公園

ファミリー16、チャレンジドファミリー８、Ｕ-８　８、Ｕ-10　12、Ｕ-12

12、   ビギナー８、レディース４

JFAファミリーフットサルフェスティバル2016

ウインター北海道　in 野幌総合運動公園
ファミリー10、レディース４

第15回北海道レディースフットサル大会　兼

第13回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

第7回全道地区選抜フットサル大会

第22回北海道専門学校フットサル大会

第12回全道自治体職員フットサル大会

第8回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第7回全日本女子ユース（Ｕ-15）フットサル大会

北海道予選

第27回全道少女フットサル大会

元町FC/LIV.FC　U-12/SSS札幌サッカースクール/

LAVORO(全道進出チーム）

サンスポーツクラブA　/　FC DATE　/　フロンティアトルナーレ

(全道進出チーム）

オニオンキッド　/　開西つつじヶ丘　/　清水少年団

(全道進出チーム）

エスピーダ旭川　E　/　旭川ネイバーズFC /

末広サッカー少年団(全道進出チーム）

バーモンドカップ第26回全日本少年フットサル大会

北海道予選

第28回全道ユース（U-15）

フットサル大会　兼　第22回

全日本ユース（U-15）

フットサル大会　北海道予選

第26回全日本少年フットサル大会

北海道ブロック大会

第28回全道ユース（Ｕ-15）フットサル大会

兼  第22回全日本ユース（Ｕ-15）北海道予選

トリムカップ2017全国女子選抜フットサル大会北海道予選

第22回全日本フットサル選手権北海道地域大会

第28回全道ユース（Ｕ-18）フットサル選手権大会　兼

第4回全日本ユース（Ｕ-18）フットサル大会北海道予選

グリーンアリーナ神戸カップフットサルフェスティバル

関東予選



開催期日 開催地
参加

チーム数
優勝 準優勝 ３位

2017年2月25日～26日 札幌 24 北海道Esperanza
D.C Asahikawa

Futsai Club

Divertido旭川

LEVO函館

2017年3月4日～5日 釧路 24
北海道コンサドーレ

旭川U-15
SSSジュニアユース

静内中学校サッカー部、

ESFORCO

2017年2月18日～19日 室蘭 24 エスピーダ旭川　E
SSS札幌サッカー

スクール

西園サッカースポーツ少年団

SSS八雲U-12

2017年2月18日～19日 十勝 26 FC甲山レディース
北海道文教大学明清

高等学校女子サッカー部

エスポラーダ北海道

イルネーヴェReinajo

第5回シニアフットサル選手権大会 40グループ 2017年3月4日～5日 札幌 19 アシバネFC Born49
アンフィニVANKEI.FC40

マジョーラフットボールクラブ

第5回シニアフットサル選手権大会 50グループ 2017年3月4日～5日 札幌
50グループ

10 / 60・

レディース6
札幌50鳥

清水四十雀FC

（O-50)

函館四十雀倶楽部

(50)Padres・

ビアンカFC

2017年1月13日～15日 札幌ドーム

＜全国大会＞

開催期日 開催地 北海道チーム順位

第12回全日本大学フットサル大会 8月19日～21日 大阪 1次ラウンド敗退

第32回全国選抜フットサル大会 9月30日～10月2日 福岡 第3位

第11回全国ビーチサッカー大会2016 10月8日～10日 沖縄 1次ラウンド敗退

第13回全日本女子フットサル選手権大会 10月28日～30日 北海道
第3位

(FC甲山レディース）

バーモントカップ第26回全日本少年フットサル大会 8月12日～14日 東京 1次ラウンド敗退

第7回全日本女子ユース（Ｕ-15）フットサル大会 2017年1月8日～9日 愛知、三重 1次ラウンド敗退

第22回全日本ユース（Ｕ-15）フットサル大会 2017年1月7日～9日 愛知

 ASC北海道U-15

（準優勝）北海道

コンサドーレ旭川

U-15（第3位）

第3回全日本ユース（Ｕ-18）フットサル大会 8月4日～7日 宮城

北星学園大学附属

高等学校サッカー部/

釧路江南高等学校

ともに準々決勝敗退

1次ラウンド 2017年3月3日～5日 静岡、大阪

決勝トーナメント 2017年3月10日～12日 東京

2017年2月17日～19日 岐阜、愛知 1次ラウンド敗退

第4回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ(レディース） 2017年2月2日～4日 栃木 1次ラウンド敗退

GAViC　CUPユースフットサル選抜トーナメント2017 2017年3月28日～30日 東京 第3位

2017年3月24日～26日 名古屋 1次ラウンド敗退

12月23日 神戸
天候不良のため

不参加

全道フットサル選手権2017（一般の部）

Safilva Colmillo　/　FC甲山レディース（地域枠）

大会名

全道フットサル選手権2017（Ｕ-14）

全道フットサル選手権2017（Ｕ-12）

全道フットサル選手権2017(女子の部）

2017　コンサドーレ・エスポラーダカップ

全道市町村サッカーフットサルエンジョイ大会

U-6/12、U-8/30、U-10/34.U-12/79．シニア/45.レディース/15.

U-18/3.チャレンジド/2.一般/61.U-15/24.ミックス/12

大会名 北海道代表チーム

北海道Esperanza

北海道選抜

La conquista

エスピーダ旭川　E　/　DOHTO　Jr U-12　

クラブフィールズ・リンダ

北海道コンサドーレ旭川U-15/DOHTO　Jrユース/

ASC北海道U-15

北星学園大学附属高等学校サッカー部/

白樺学園高等学校/釧路江南高等学校

第22回全日本フットサル選手権大会 Divertido旭川 1次ラウンド敗退

Divertido旭川

Safilva Colmillo

北海道U-18男子選抜

SuperSports XEBIO

第17回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ

トリムカップ2017　第9回全国女子選抜フットサル大会 北海道女子選抜

グリーンアリーナ神戸カップフットサルフェスティバル2017

（全国大会）
北海道女子U-18選抜



＜フットサル普及事業＞

開催期日

4月17日

6月11日

6月19日

7月30日～31日

5月8日

3月26日

北海道O-40レディースフットサルフェスティバル大会 11月20日 当別総合体育館

札幌市白石区

体育館

テバオーシャン

アリーナ

札幌市清田区

体育館

札幌市北区

体育館

札幌市清田区

体育館

エスポラーダ＆スボルメカップ

大会名 開催地

札幌市

北海きたえーる

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　北海道大会

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　北海道大会

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　 全国大会

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (レディースの部)

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (U-12の部)



＜リーグ＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

Ｆリーグオーシャンカップ 5月18日～21日 北海きたえーる 12

第６回北海道フットサルリーグカップ 5月13日～14日 江別 11 ADERIZA札幌 Poraris Divertido 旭川

5月28日～12月24日

札幌、旭川、

苫小牧、函館、

室蘭、十勝

10
D.C Asahikawa

Futsal Club
Safilva ADERIZA札幌

北海道女子フットサルリーグ2017  1部 5月28日～2018年1月14日 札幌,旭川　 7 Safilva Colmillo
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
S.L Daspeed

北海道女子フットサルリーグ2017  2部 6月11日～2018年1月14日 札幌 12 札幌信濃FC
CIELO BELINDA

ASAHIKAWA
Merienda

北海道地域大学フットサルリーグ

兼第13回カレッジフットサルスーパーリーグ
5月27日～2018年2月25日 札幌 11 Sui.Escravo 北海道Esperanza 北海道教育大学 札幌校

4月30日～2018年2月11日 札幌 13 Novantuno SSS．Arusa Banquet

9月3日～2018年1月28日
函館、室蘭、

苫小牧、千歳
5 Dominar BY2 Milati

5月28日～2018年1月14日 旭川、赤平 9 K・S disfida N.B.D.C Asahikawa NACKIES

5月28日～2017年2月18日 十勝、釧路 4 ENPELASSA Futsal Clu Armada Futsal Club 北海道FORTVNA fc 釧路

2018年2月24日～25日 札幌 6 Novantuno SSS．arusa *

北海道フットサルリーグ入替戦 2018年3月4日 札幌 2

2018年9月16日 石狩 3 La Conquista MIRAGE ByⅡ

レディースフットサル2017 ノービス・イパネマリーグ 7月2日～2018年1月28日 札幌 7 VERDE BarBar-ian★s menina

悠々フットサル（プロジェクト事業） 5月13日～12月2日 札幌 * * * *

カレッジ・フットサル華リーグ 10月21日～12月23日 札幌 5 酪農学園大学
北海道教育大学

岩見沢校
SIU女子フットサル

ガール1dayフットサルリーグ2017 10月15日～2018年3月21日 江別、当別 * * * *

第8回Ｕ-8フットサルリーグ（プロジェクト事業） 10月7日～2018年1月6日 札幌 20
南月寒 サッカー

スポーツ少年団
札幌BONITA U12

月寒サッカースポーツ

少年団

第13回Ｕ-10フットサルリーグ（プロジェクト事業） 10月7日～2018年1月6日 札幌 39 AGGRE U-12 B L-WAVE.FC A SS LAVORO

少女の部 11月19日～2018年3月25日 札幌 5 札幌BONITA　FC
YURIKOｶﾞｰﾙｽﾞ

ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

東白石あかつきFC

U-12

レディースの部 11月19日～2018年3月25日 札幌 16
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
S・L　DasPeed Colmillo Next

北海道ビーチサッカーリーグプレ大会 2017 兼第3回 Beach

Soccer 地域リーグチャンピオンシップ北海道予選

平成28年度北海道フットサルリーグ

ブロックリーグ決勝大会

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

道東ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

道北ブロックリーグ

2017年度 事業報告（大会結果表）

大会名

※大会主管

ソルティエラとかちF.Sが北海道リーグ残留

第1回北海道NADESHIKOフットサル

リーグ2017

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

道南ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

札幌道央ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ2017



＜全道大会＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

7月8日、17日 札幌 7 北海道大学Esperanza Hermosa Cadera
北星学園大学

札幌学院大学Amirgo

7月16日 石狩 3 菅原工務店クレセル  ByⅡ La conquista

2018年2月11日～12日 札幌

2017年12月24日 江別

9月9日～10日 江別、札幌 11 Reinajo Safilva Colmillo
S.L Daspeed

FC甲山レディース

11月18日～19日 札幌 7 札幌選抜 釧路選抜 室蘭選抜

北ブロック大会 11月4日～5日 釧路 12 名寄FC 根室市役所サッカー部 

紋別蹴球団

池田町役場

サッカークラブ

南ブロック大会 2018年2月17日～18日 岩見沢 24 札幌市役所サッカー部 函館市役所サッカー部

小樽市役所

サッカー部

苫小牧市役所

11月25日～26日 釧路 19 FCレディース北空知 北海道リラ・コンサドーレ 
札幌BONITA　FC

クラブフィールズ・リンダ

2018年3月3日～4日 釧路 11 小樽女子トレセン 釧路選抜　A 

FC網走menina U-12

西園サッカースポーツ

少年団

札幌ブロック大会 6月10日～11日 札幌 39

道央ブロック大会 3月４日～5日 倶知安 16
北小樽フェニックス

サッカー少年団

恵み野サッカースポー

ツ少年団
望洋FC

道南ブロック大会 3月18日 函館 9

道東ブロック大会 3月11日 十勝 9

道北ブロック大会 4月1日 道北 8

7月8日～9日 江別 16 AGGRE U-12(A) 
北海道コンサドーレ

札幌U-12 A

JSNサッカークラブ　レッド

エスピーダ旭川

札幌ブロック大会 11月11日～12日 札幌 12
LIV FOOTBALL

CLUB U-15 A
クラブフィールズU-15

SSS札幌サクセスU-15 A

LIV FOOTBALL CLUB

U-15　B

道央ブロック大会 11月18日～19日 空知 16 岩見沢北村中学校 サンクFCA 泊SC A

道南ブロック大会 11月18日～19日 苫小牧 6 SE函館 ジェネラーレ MSC

道東ブロック大会 11月18日～19日 十勝 16
北海道コンサ

ドーレ釧路U-15
 幕別札内FC

SC釧路U-15帯広

フットボールクラブ

道北ブロック大会 11月18日～19日 名寄 8 名寄SCジュニアユース 稚内南中学校 ＊

12月9日～10日 函館 16 スプレッド・イーグルFC函館 サンクFCくりやま U-15　A 
LIV　FOOTBALL

CLUB　 U-15　A

12月23日 札幌 3 北海道女子選抜 北海道女子U-18選抜 北海道女子U-16選抜

2018年1月20日～21日 十勝 20 Divertido旭川
D.C Asahikawa

Futsal Club

ADERIZA札幌

Poraris

大会名

第12回　全道大学フットサル大会　兼

第13回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第12回全道ビーチサッカー大会 in 石狩　兼

第12回全国ビーチサッカー大会北海道予選

JFAファミリーフットサルフェスティバル2017

ウインター 北海道 in 北海きたえーる

ファミリー9、ビギナーの部5、エンジョイの部3、

Ｕ-８　８、Ｕ-10　6、Ｕ-12　10チーム

JFAファミリーフットサルフェスティバル2017

ウインター 北海道　in 野幌総合運動公園
ファミリー6、Ｕ-10　5、Ｕ-12　4、レディース４

第29回全道ユース（U-15）

フットサル大会　兼　第23回

全日本ユース（U-15）

フットサル大会　北海道予選

第16回北海道レディースフットサル大会　兼

第14回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

第8回全道地区選抜フットサル大会

第13回全道自治体職員フットサル大会

第9回全道女子Ｕ-15フットサル大会

兼　第8回全日本女子ユース（Ｕ-15）

フットサル大会北海道予選

第28回全道少女フットサル大会

第27回全日本少年フットサル大会

北海道 ブロック大会

AGGRE U-12 (A) / アプリーレ札幌U-12 / JSNサッカークラブ

レッド / 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-12 A (全道進出チーム）

桔梗サッカー少年　/　ジュニオーレフットボールクラブ　/　プレイフル

函館フットボールクラブ(全道進出チーム）

鳥取FC　/　FC網走U-12 / 札南WEED(全道進出チーム）

末広サッカー少年団　/　愛宕サッカー少年団　　/　エスピーダ旭川

(全道進出チーム）

バーモンドカップ第27回全日本少年フットサル大会

北海道予選

第29回全道ユース（Ｕ-15）フットサル大会

兼  第23回全日本ユース（Ｕ-15）北海道予選

トリムカップ2018全国女子選抜フットサル大会北海道予選

第23回全日本フットサル選手権北海道地域大会



開催期日 開催地 参加チーム数 優　勝 準優勝 第３位

2018年1月20日～21日 苫小牧 20
札幌大谷高等学校

Ａ
旭川実業高等学校

札幌山の手高等学

校サッカー部Ａ

白樺学園高等学校

2018年3月10日～11日 札幌 24 Divertido 旭川 Novantuno
緑の森AHFC、

Bommac

2018年3月3日～4日 江別 24 SSSジュニアユース
栗山中学校サッカー

部

静内中学校サッカー

部、ESFORCO

2018年2月17日～18日 十勝 24
JSNサッカークラブ

レッド

青葉・芦野・美原・

釧路ドリーム

開西つつじが丘Jr.fc

朝里サッカー少年団

2018年3月10日～11日 札幌 28 十勝甲山レディース クラブフィールズ・リンダ
Reinajo / エスポラーダ

北海道イルネーヴェ

第7回シニアフットサル選手権大会 40グループ 2018年3月3日～4日 赤平 15
オッサンドーレ札幌

40
アシバネFC

マジョーラフットボール

クラブ / Born49

第6回シニアフットサル選手権大会 50グループ 2018年3月3日～4日 赤平
シニア50/8

シニア60・

レディース/5
Docon Jack50 旭川シニア50FC

函館四十雀(50)

CERI50

2018年2月10日～12日 札幌ドーム

＜全国大会＞

開催期日 開催地 北海道チーム順位

第13回全日本大学フットサル大会 8月25日～27日 大阪 1次ラウンド敗退

第33回全国選抜フットサル大会 9月16日～9月18日 高知 ベスト16

第12回全国ビーチサッカー大会2016 9/8～9/10 兵庫県 1次ラウンド敗退

第14回全日本女子フットサル選手権大会 11月10日～12日 北海道 1次ラウンド敗退

バーモントカップ第27回全日本少年フットサル大会 8月18日～20日 東京
AGGRE/1次ラウンド敗退

コンサドーレ札幌U-12/

第3位

第7回全日本女子ユース（Ｕ-15）フットサル大会 2018年1月7日～8日 愛知 １次ラウンド敗退

第23回全日本ユース（Ｕ-15）フットサル大会 2018年1月6日～8日 愛知 いずれも１次ラウンド敗退

第4回全日本ユース（Ｕ-18）フットサル大会 8月17日～20日 宮城

北星学園/

準々決勝敗退

白樺学園/

１次ラウンド敗退

1次ラウンド 2018年3月2日～4日 静岡、大阪、兵庫 いずれも1次ラウンド敗退

決勝トーナメント 2018年3月9日～11日 東京

201８年2月1６日～1８日 静岡、愛知 1次ラウンド敗退

第3回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ(レディース） 2018年2月23日～25日 栃木 1次ラウンド敗退

GAViC　CUPユースフットサル選抜トーナメント2018 2018年3月23日～25日 和歌山 1次ラウンド敗退

2018年3月16日～18日 東京 1次ラウンド敗退

11月3日 神戸

大会名 北海道代表チーム

第29回全道ユース（Ｕ-18）フットサル選手権大会

兼　第5回全日本ユース（Ｕ-18）フットサル大会

北海道予選

全道フットサル選手権2018（一般の部）

全道フットサル選手権2018（Ｕ-14）

全道フットサル選手権2018（Ｕ-12）

全道フットサル選手権2018(女子の部）

2018　コンサドーレ・エスポラーダカップ

全道市町村サッカーフットサルエンジョイ大会

U-6/22、U-8/30、U-10/44、U-12/74、シニアO-35/32、

シニアO-45/14、レディース/12、U-18/9、一般/64、U-15/28、

ミックス/19チーム

大会名

FCレディース北空知 

スプレッド・イーグルFC函館

サンクFCくりやま U-15　A

LIV　FOOTBALL　CLUB　 U－15　A

北星学園大学附属高等学校

白樺学園高等学校

第23回全日本フットサル選手権大会
エスポラーダ北海道（Fリーグ枠）

Divertido旭川

北海道Esperanza

北海道選抜

菅原工務店クレセル

Reinajo　/　Safilva Colmillo（地域枠）

AGGRE U-12(A) 　/　北海道コンサドーレ札幌U-12 A　

SuperSports XEBIO 第18回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ D.C Asahikawa Futsal Club

Safilva Colmillo

北海道Ｕ-18男子選抜

トリムカップ2018　第10回全国女子選抜フットサル大会 北海道女子選抜

グリーンアリーナ神戸カップフットサルフェスティバル2017

（全国大会）
北海道女子Ｕ-18選抜



＜フットサル普及事業＞

開催期日

4月30日

6月17日～18日

8月5日～6日

SuperSports XEBIO CUP 2017 in SAPPORO 7月15日～16日

会長杯　第４回　Ｕ-18フットサルリーグ2017 2018年1月27日

4月2日

4月23日

2018年3月3日

北海道O-40レディースフットサルフェスティバル大会 10月29日
夕張市文化

スポーツセンター

札幌市西区

体育館

札幌市南区体育館

野幌総合運動

公園体育館

札幌市西区

体育館

野幌総合運動

公園体育館

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (レディースの部)

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (U-12の部)

大会名

エスポラーダ＆スボルメカップ

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　北海道大会

Ｈonda　CUP FUTSAL FIESTA　 全国大会
武田テバオーシャン

アリーナ

札幌市南区

体育館

札幌/

北海きたえーる

開催地



＜リーグ＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

5月12日～13日 江別 11
北海道大学

Esperanza
Poraris Novantuno

5月27日～2019年1月6日

札幌、旭川、

苫小牧、函

館、室蘭、十

勝

10 Novantuno Safilva 菅原工務店クレセル

5月27日～12月16日 札幌,旭川　 8
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
Colmillo S.L Daspeed Ladies

5月27日～12月16日 札幌 10
札幌レディース

フットサルクラブ
VERDE salute

5月26日～2019年2月23日 札幌 11
東海大学

Sul EScravo
北海道Esperanza

北海道教育大学

札幌校

4月29日～12月23日 札幌 6 SSS．Arusa S．L Daspeed Banquet

4月29日～2019年2月10日 札幌 5 NAPO
euforico sapporo

f．S
MIRAGE

9月3日～2019年1月28日
函館、室蘭、

苫小牧、千歳
6 大鎮キムラ建設BY II エイトビート FC Jubelgol

6月3日～2019年2月3日 旭川、赤平 5 緑の森AHFC K・S disfida at second

6月3日～2019年2月3日 旭川、赤平 5 リボルバーあさひかわ NACKIES el．bien

9月23日～2019年2月21日 十勝、釧路 5
木の実DC Futsal

Club
AC新緑 Armada Futsal Club

2019年2月23日～24日 札幌 6 S．L Daspeed K・S disfida *

2019年3月3日 札幌 2

6月3日～9月2日 札幌 6 BarBar-ian★s menina Hokusei Girls FC

10月13日～11月24日 札幌 5 GaN☆Dre 酪農学園大学
北海道教育大学

岩見沢校

10月21日～2019年1月13日 札幌、江別 * * * *

10月6日～2019年1月5日 札幌 23 L-WAVE.FC 小樽中央 FC
月寒サッカースポーツ

少年団

11月3日～2019年1月5日 札幌 37
西園サッカース ポーツ

少年団

篠路FCスポーツ

少年団

拓北サッカース ポーツ

少年団 A

11月11日
野幌総合運動

公園体育館
5 ディヴェルティード旭川 札幌山の手高等学校 Safilva escada

少女の部 12月24日～2019年3月24日 札幌 5
YURIKOガールズ

サッカークラブ
札幌ボニータFC Ｕ-12 リカシィ

レディース

Aの部
12月24日～2019年3月24日 札幌 7 登別エストレリータ

札幌大学女子

サッカー部ヴェスタ

クラブフィールズリンダ

U-13

レディース

Bの部
12月24日～2019年3月24日 札幌 7 BarBar-ian★s menina

ペレーダLFC

Hokusel Girls'FC

レディース

オープン
11月11日～2019年3月10日 札幌 10 クラブフィールズリンダ S・L　DasPeed

エスポラーダ北海道

イルネーヴェ

2018年度 事業報告（大会結果表）

大会名

エイブルチャンピオンカップ北海道地域大学

フットサルリーグ

兼 第14回カレッジフットサルスーパーリーグ

K・S disfidaが北海道リーグ昇格

会長杯　第5回　Ｕ-18フットサルリーグ2018　兼

第3回Ｕ-18フットサルチャンピオンズカップ北海道予選

第2回北海道NADESHIKO

フットサルリーグ2018

北海道女子フットサルリーグ2018  2部

北海道女子フットサルリーグ2018  1部

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ2018

第7回北海道フットサルリーグカップ

平成30年度北海道フットサルリーグ

ブロックリーグ決勝大会

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第2回道東ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第2回道北ブロックリーグ　２部

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第2回道北ブロックリーグ　１部

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第2回道南ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第2回札幌道央ブロックリーグ　２部

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第2回札幌道央ブロックリーグ　１部

第14回Ｕ-10フットサルリーグ（プロジェクト事業）

第9回Ｕ-8フットサルリーグ（プロジェクト事業）

ガール1dayフットサルリーグ2018

第5回カレッジ・フットサル華リーグ

第4回レディースフットサル2018 ノービス・イパネマリーグ

北海道フットサルリーグ入替戦



＜全道大会＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

6月30日、7月1日 札幌 5
北海道大学

Esperanza

東海大学

Sul Escravo
北星学園大学

9月23日、24日、30日 札幌 12
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
Colmillo とかち甲山

10月13日～14日 札幌 7 札幌選抜 釧路選抜 網走選抜

北ブロック大会 11月17日～18日 芽室 16 帯広市役所 根室市役所サッカー部 
小樽市役所サッカー部

名寄FC

南ブロック大会 2019年2月2日～3日 札幌 24 苫小牧市役所 札幌市役所サッカー部A
千歳市役所

岩見沢市役所

11月24日～25日 芽室 17 クラブフィールズ・リンダ
十勝FSリトル

ガールズU-14

Sorachi　femeni

札幌BONITA FC

2019年2月23日～24日 恵庭 12 空知FCガールズ （U-12）最北FC
室蘭地区女子トレセン

ガールズ千歳U-12

札幌ブロック大会 6月6日～9日 江別 36

道央ブロック大会 3月3日～4日 恵庭 16
北小樽ﾌｪﾆｯｸｽｻｯｶｰ

少年団
夕張Jrサッカークラブ

岩見沢ジュニアFC

1985

道南ブロック大会 3月11日 登別 9

道東ブロック大会 3月17日 釧路 9

道北ブロック大会 4月1日 道北 8

7月7日～8日 札幌 16 釧路コンバット エスピーダ旭川
北海道コンサドーレ札幌U-

12A

AGGRE U-12(A)

札幌ブロック大会 11月10日～11日 札幌 16
SSSジュニアユース

1st
AGGRE U-15

LIV FOOTBALL

CLUB U-15 1st

道央ブロック大会 11月17日～18日 空知 16 バーモス恵庭 サンクFC 泊SC

道南ブロック大会 11月17日～18日 室蘭 6 せたなユース
伊達市立伊達

中学校サッカー部

苫小牧ELSOLE-FC

U-15

道東ブロック大会 11月17日～18日 十勝 16 帯広フットボールクラブ
北海道コンサドーレ

釧路U-15

広尾町立広尾中学校

サッカー部

道北ブロック大会 11月17日～18日 名寄 8 トラウム　 名寄SC ※

12月8日～9日 釧路 16 泊サッカークラブA
苫小牧ELSOLE-FC

U-15

バーモス恵庭

フットボールクラブ

2019年1月6日 札幌 3 北海道女子U-18選抜 北海道女子選抜 北海道女子Ｕ-16選抜

2019年1月19日～20日 釧路 20 菅原工務店クレセル
D.C Asahikawa

Futsal Club

barretos

Safilva

2019年1月19日～20日 札幌 18

北星学園大学附属

高等学校サッカー部

A

札幌大谷高等学校B
Safilva escada

稚内大谷高等学校

バーモンドカップ第28回全日本少年フットサル大会

北海道予選

第30回全道ユース（U-15）

フットサル大会　兼　第24回

全日本ユース（U-15）

フットサル大会　北海道予選

第30回全道ユース（Ｕ-15）フットサル大会

兼  第24回全日本ユース（Ｕ-15）北海道予選

トリムカップ2019全国女子選抜フットサル大会北海道予選

第24回全日本フットサル選手権北海道地域大会

第30回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会

兼　第6回全日本ユース（U-18）フットサル大会

北海道予選

第29回全道少女フットサル大会

第28回全日本少年フットサル大会

北海道 ブロック大会

AGGRE U-12 (A) / クラブフィールズU-12 / 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ

札幌U-12 A / SSS札幌サッカースクール (全道進出チーム）

苫小牧中央フットボールクラブ ファンタジスタ / ジサン・スポーツクラブU-12 /

ジュニオーレフットボールクラブ (全道進出チーム）

釧路コンバット / FC中標津 / 帯広フットボールクラブ

(全道進出チーム）

愛宕サッカー少年団B / エスピーダ旭川 / 旭川北鎮Jr.FC

(全道進出チーム）

大会名

第13回　全道大学フットサル大会　兼

第14回　全日本大学フットサル大会北海道予選

第17回北海道レディースフットサル大会　兼

第15回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

第9回全道地区選抜フットサル大会

第14回全道自治体職員フットサル大会

第10回全道女子U-15フットサル大会

兼　第9回全日本女子ユース（U-15）

フットサル大会北海道予選



開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

2019年3月9日～10日 札幌 24
D．C Asahikawa

Futsal Club
Novantuno

LEVO函館

ディヴェルティード旭川

2019年3月2日～3日 札幌 24 SSSジュニアユース
LIV FOOTBALL

CLUB U-15 1st

札幌大谷中学校

サッカー部

DOHTO Jrユース

2019年2月16日～17日 釧路 24 エスピーダ旭川 Ｅ SSS札幌サッカースクール
釧路コンバット

AGGRE U-12(A)

2019年2月16日～17日 十勝 24 クラブフィールズ・リンダ 室蘭アイスバーズ
とかち甲山

釧路リベラルティ

40グループ 2019年3月2日～3日 滝川 15 オッサンドーレ札幌F FC. Forte
NSシニアX

アンフィニVANKEI.FC40

50グループ 2019年3月2日～3日 滝川 10 旭川シニア50FC
Docon Jack 50

札幌

函館四十雀(50)

清水四十雀FC

60グループ 2019年3月2日～3日 滝川 6 B．B．D．K． 函館四十雀60 オッサンドーレ札幌60

2019年2月9日～11日 札幌ドーム

※全道ビーチサッカー大会 in 石狩 兼 全国ビーチサッカー大会北海道予選は、2018年度より北海道ビーチサッカー連盟が設立されたので主催事業から外れる。

2019　コンサドーレ・エスポラーダカップ

全道市町村サッカーフットサルエンジョイ大会

Ｕ-６/18、Ｕ-８/26、Ｕ-１０/37、Ｕ-１２/67、Ｕ-15/21、Ｕ-18/6、

レディース/5、 少年団母/7、一般/80、男女混合/25、シニアO-40/26、

シニアO-50/5チーム　参加

大会名

全道フットサル選手権2019（一般の部）

全道フットサル選手権2019（U-14）

全道フットサル選手権2019（U-12）

全道フットサル選手権2019（女子の部）

第７回全道シニアフットサルオープン大会



＜全国大会＞

開催期日 開催地 北海道チーム順位

8月24日～26日 大阪 1次ラウンド敗退

9月21日～23日 長崎 1次ラウンド敗退

11月2日～4日 石川 1次ラウンド敗退

バーモントカップ第28回全日本少年フットサル大会 8月17日～19日 東京

釧路コンバット/

準々決勝敗退

エスピーダ旭川/

1次ラウンド  敗退

第9回全日本女子ユース（Ｕ-15）フットサル大会 2019年1月13日～14日 三重 １次ラウンド敗退

第24回全日本ユース（Ｕ-15）フットサル大会 2019年1月12日～14日 三重
いずれも１次ラウンド

敗退

8月2日～5日 宮城

札幌大谷/

準々決勝敗退

旭川実業/

1次ラウンド敗退

1回戦、

2回戦
2019年3月2日～3日

静岡、

大阪、兵庫

準々決勝

～決勝
2019年3月8日～10日 東京

2019年1月5日～6日 長野 1次ラウンド敗退

2019年2月15日～17日 愛知 1次ラウンド敗退

2019年3月1日～3日 福島 1次ラウンド敗退

エイブルチャンピオンズカップ 地域大学フットサルリーグ 2019年3月23日～24日 愛知 準々決勝敗退

2019年3月15日～17日 大分 1次ラウンド敗退

8月9日～10日 神戸 第3位

11月4日 神戸 優勝
グリーンアリーナ神戸カップフットサルフェスティバル2018

（全国大会）
北海道女子U-18選抜

第6回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ エスポラーダ北海道イルネーヴェ

東海大学 Sul Escravo

日本トリムPresents

第11回全国女子選抜フットサル大会
北海道女子選抜

第7回 グリーンアリーナ神戸カップ U-18

フットサルフェスティバル 　　（全国大会）
北海道U-18選抜

エスポラーダ北海道/

2回戦敗退

菅原工務店クレセル/

1回戦敗退

第3回Ｕ-18フットサルリーグチャンピオンズカップ ディヴェルティード旭川エルマーノス 

SuperSports XEBIO

第19回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ
Novantuno

エスポラーダ北海道イルネーヴェ

釧路コンバット 　/　エスピーダ旭川

クラブフィールズ･リンダ 

泊サッカークラブ

苫小牧エルソーレFC

札幌大谷高等学校

旭川実業高等学校

第24回全日本フットサル選手権大会
エスポラーダ北海道（Fリーグ枠）

菅原工務店クレセル

第5回全日本ユース（Ｕ-18）フットサル大会

第15回全日本女子フットサル選手権大会

大会名 北海道代表チーム

北海道Esperanza

北海道選抜

第14回全日本大学フットサル大会

第34回全国選抜フットサル大会



＜フットサル普及事業＞

開催期日 開催地

12月24日 札幌

2019年3月16日 札幌

6月24日
札幌市清田区

体育館

4月21日～10月13日 札幌

8月26日 北海きたえーる

2019年1月12日 北海きたえーる

5月6日
野幌総合運動

公園体育館

2019年3月31日 北海きたえーる

10月28日
札幌市清田区

体育館

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (U-12の部) Ｕ-12の部　16チーム

羊ヶ丘病院杯フットサル大会（O-40レディースの部） Ｏ-40の部　6チーム、少年団母の部　6チーム

SuperSports XEBIO CUP 2018 in SAPPORO

（Ｕ-10）
Ｕ-10　6チーム

SuperSports XEBIO CUP 2018 in SAPPORO

（Ｕ-8）
Ｕ-8　男子12チーム、ミックス　4チーム

羊ヶ丘病院杯フットサル大会

(レディースオープン、エンジョイ)
レディースオープン　10チーム、レディースエンジョイ　7チーム

JFAファミリーフットサルフェスティバル2019

スプリング北海道 in 北海きたえーる
ファミリー9、Ｕ-9　11、チャレンジドファミリーの部　6チーム

フットサルフェスタ2018
Ｕ-12の部6チーム、エンジョイ7チーム、オープン3チーム、

エンジョイレディース4チーム、

悠々フットサル（プロジェクト事業）

大会名 備　　　考

JFAファミリーフットサルフェスティバル2018

クリスマス☆北海道 in サッポロアツベツ
ファミリー　8、Ｕ-12　10チーム



＜北海道選抜＞

＜北海道女子選抜＞

＜北海道U-18選抜＞

＜北海道U-18女子選抜＞

（3）グリーンアリーナ神戸カップU-18（女子）フットサルフェスティバル出場

　　　関東予選　10月6日　東京　本大会　11月4日　神戸市　　　優勝

　　　7月～10月　　　8回実施

（２）トレーニング、トレーニングマッチ

　　　6月30日、7月7日　　2回実施

　　　7月～8月　　　2回実施

（3）グリーンアリーナ神戸カップU-18フットサルフェスティバル出場

　　　8月9日～10日　神戸市　　第3位

（１）セレクション

（２）トレーニング、トレーニングマッチ

　　　7月15日実施

（3）第11回全国女子選抜フットサル大会出場

　　　2019年3月15日～17日　大分県別府市　　1次ラウンド敗退（0勝3敗）

（１）セレクション

　　　2019年1月6日実施

（２）トリムカップ北海道予選

　　　12月～2019年3月　　　6回実施

（１）トレーニング、トレーニングマッチ

　　　8月22日、9月12日、11月21日、11月28日　　4回実施

（3）第34回全国選抜フットサル大会出場

　　　9月21日～23日　長崎県島原市　　1次ラウンド敗退（1勝1分1敗）

（２）トレーニングマッチ

　　　8月～2019年3月　　　11回実施

2018年度事業報告（選抜活動）

（１）トレーニング



＜リーグ＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

5月11日～12日 江別 11 Safilva Novantuno D.C Asahikawa FC

5月26日～12月22日

札幌、旭川、

苫小牧、函館

十勝

10
D.C Asahikawa

FC
Safilva Novantuno

5月26日～2020年1月13日 札幌,旭川　 8
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ

S.L Daspeed

Ladies

レイナージョ

フットサルクラブ

5月26日～12月8日 札幌 10 CLIO-NE salute BrillaLula函館

5月25日～2020年2月8日 札幌 10 北星学園大学
北海道大学

Esperanza

北海道教育大学

札幌校

5月19日～2020年1月12日 札幌 6
エスポラーダ北海道

サテライト
ADERIZA札幌 SSS.arusa

5月19日～2020年1月12日 札幌 6 sorpresa SaliveS MIRAGE

7月28日～2020年1月19日
函館、室蘭、

苫小牧、千歳
6 Dominar FC Jubelgol エイトビート

5月12日～2020年2月2日 旭川、赤平 8 dispositivo de fut 緑の森AHFC at second

8月28日～2020年2月2日 十勝、釧路 4 D.F Evolve釧路 AC新緑 Armada Futsal Club

2020年2月22日～23日 札幌 5 D.F Evolve釧路 ADERIZA札幌 *

開催なし

10月5日～12月7日 札幌 4
北海道教育大学

岩見沢校
北海道文教大学 SIU女子フットサル

10月5日～2020年1月4日 札幌 23
篠路FCスポーツ

少年団

FCコラージョ平岡公園

サッカースポーツ少年団

和光サッカースポーツ

少年団

11月2日～2020年1月4日 札幌 35
L-WAVE.HKD FC

U-12
AGGRE U-12（A)

月寒サッカース ポーツ

少年団

11月2日～11月30日 札幌、江別 3
北星学園大学付属

高等学校
Safilva escada 札幌山の手高等学校

summerの部 6月23日～9月8日 札幌 8 登別エストレリータ
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
BarBar-ian★s

少女の部 11月10日～2020年1月26日 札幌 5
YURIKOガールズ

サッカークラブ
リカシィ

北海道コンサドーレ

札幌U12

レディース

1の部
11月10日～2020年2月16日 札幌 5

札幌北斗高校女子

サッカー部
HABATAKE 登別エストレリータ

レディース

2の部
11月10日～2020年2月16日 札幌 4

札幌大学女子

サッカー部
TeineEGZAS FC

クラブフィールズリンダ

U-13

レディース

3の部
11月10日～2020年2月16日 札幌 7 L・KAJI-MA menina

Amiatad Infinito

Hokusel Girls'FC

レディース

オープンの部
11月10日～2020年2月16日 札幌 9 札幌レディース クラブフィールズ・リンダ 札幌BONITA FC

2019年度 事業報告（大会結果表）

大会名

ABeam Systems Presents

北海道地域大学フットサルリーグ2019

D.F Evolve釧路、ADERIZA札幌が北海道リーグ昇格

会長杯　第6回　U-18フットサルリーグ2019　兼

第4回 U-18フットサルチャンピオンズカップ北海道予選

第3回北海道NADESHIKO

フットサルリーグ2019

北海道女子フットサルリーグ2019  2部

北海道女子フットサルリーグ2019  1部

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ2019

第8回北海道フットサルリーグカップ

第15回Ｕ-10フットサルリーグ（プロジェクト事業）

第10回Ｕ-8フットサルリーグ（プロジェクト事業）

2019年度　第6回カレッジ・フットサル華リーグ

北海道フットサルリーグ入替戦

北海道フットサルリーグ

2019年度ブロックリーグ決勝大会

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第3回道東ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第3回道北ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第3回道南ブロックリーグ

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第3回札幌道央ブロックリーグ　２部

SuperSports XEBIO　北海道フットサルリーグ

第3回札幌道央ブロックリーグ　１部



＜全道大会＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

7月6日～7日 札幌 3
北海道大学

Esperanza
Hermosa Cadera

札幌学院大学

Amirgo

9月22日、23日、29日 札幌 11
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
S.L DasPeed

Colmillo

札幌BONITA FC

10月12日～13日 札幌 8 札幌地区選抜 函館地区選抜 旭川地区選抜

北ブロック大会 10月26日～27日 旭川 20 名寄市役所 江別市役所
岩見沢市役所

恵庭市役所

南ブロック大会 2020年1月25日～26日 伊達 20 函館市役所 札幌市役所
小樽市役所

室蘭市役所

11月30日～12月1日 伊達 18
十勝FSリトルガールズ

U-15

クラブフィールズ・リンダ

U-14

室蘭アイスバーズ

U-15

Sorachi　femeni

中止 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

札幌ブロック予選 6月8日～9日 江別 36

道央ブロック予選 3月2日～3日 美唄 16 くりやまフットボールクラブ 東フットボールクラブA
ASARI Football

CLUB

道南ブロック予選 3月16日 苫小牧 9

道東ブロック予選 3月9日 網走 9

道北ブロック予選 3月31日 道北 8

7月6日～7日 札幌 16
北海道コンサドーレ

札幌U-12A

プレイフル函館

ジュニアA

北郷瑞穂サッカースポーツ

少年団

北海道コンサドーレ札幌

U-12B

札幌ブロック予選 11月16日～17日 札幌 12 SSSジュニアユース FC DENOVA 札幌
石狩フットボール

クラブU-15

道央ブロック予選 11月23日～24日 空知 16 DOHTO 南幌中 千歳富岡

道南ブロック予選 11月16日～17日 函館 6 ASC北海道U-15
伊達市立伊達

中学校サッカー部

北海道コンサドーレ

室蘭U-15

道東ブロック予選 11月16日～17日 十勝 16
北海道コンサドーレ

釧路U-15

ACTIVE FOYBALL

CLUB KITAMI U-15

SC釧路U-15  A

NFCレグルスU-15

道北ブロック予選 11月16日 名寄 8 VALENTE 忠和

12月7日～8日 江別 16 SSSジュニアユース ASC北海道U-15
FC DENOVA 札幌

VARENTE U-15

2020年1月11日～12日 苫小牧 20 Safilva
D.C Asahikawa

Futsal Club

LEVO函館

ソルティエラとかちF.S

2020年1月18日～19日 函館 18
稚内大谷高等学校

サッカー部

北海道科学大学

高等学校サッカー部

A

旭川大学高等学校

北海道名寄高等

学校

バーモンドカップ第29回全日本U-12フットサル

選手権大会 北海道代表決定戦

第31回全道U-15フットサル選手権大会

兼 第25回全日本U-15フットサル選手権

大会 北海道代表決定戦 ブロック予選

第31回全道U-15フットサル選手権大会

兼 第25回全日本U-15フットサル選手権大会

北海道代表決定戦

第25回全日本フットサル選手権北海道代表決定戦

第31回全道U-18フットサル選手権大会　兼

第7回全日本U-18フットサル選手権大会

北海道代表決定戦

第30回全道少女フットサル大会

第29回全日本U-12フットサル選手権大会

北海道ブロック大会

北海道コンサドーレ札幌U-12 A / 北海道コンサドーレ札幌U-12 B/

SSS札幌サッカースクール/北郷瑞穂サッカースポーツ少年団

(全道進出チーム）

ジェネラーレ室蘭U-12　/　室蘭大沢FC U-12 /　プレイフル函館ジュニアA

(全道進出チーム）

開西つつじが丘Jr FC　/　SC釧路U-12A　/　士幌サッカー少年団A

(全道進出チーム）

旭川ネイバーズFC　/　エスピーダ旭川　　/　リヴァーレ旭川FC

(全道進出チーム）

大会名

第14回　全道大学フットサル大会　兼

第15回　全日本大学フットサル大会北海道

代表決定戦

第18回北海道レディースフットサル大会　兼

第16回全日本女子フットサル選手権大会北海道

代表決定戦

第10回全道地区選抜フットサル大会

第15回全道自治体職員フットサル大会

第11回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第10回全日本U-15女子フットサル選手権大会

北海道代表決定戦



開催期日 開催地 参加チーム数 優　勝 準優勝 第３位

中止 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

中止 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

中止 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

2020年2月1日～2日 札幌 25 S.L DasPeed
北海道文教大学明清

高等学校女子サッカー部

札幌レディース

Colmillo

40グループ 中止 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

50グループ 中止 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

60グループ 中止 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

2020年2月8日～11日 札幌ドーム

※全道ビーチサッカー大会 in 石狩 兼 全国ビーチサッカー大会北海道予選は、2018年度より北海道ビーチサッカー連盟が設立されたので主催事業から外れる。

Ｕ-８/32、Ｕ-10/37、Ｕ-12/40、Ｕ-15/28、Ｕ-18/9、

レディース/8、  少年団母/11、一般/89、男女混合/22

シニアO-40/28、シニアO-50/7チーム　参加

全道フットサル選手権2020（一般の部）

全道フットサル選手権2020（Ｕ-14）

全道フットサル選手権2020（Ｕ-12）

全道フットサル選手権2020（女子の部）

第8回全道シニアフットサルオープン大会

2020　コンサドーレ・エスポラーダカップ

全道市町村サッカーフットサルエンジョイ大会

大会名



＜全国大会＞

開催期日 開催地 北海道チーム順位

第15回全日本大学フットサル大会 8月23日～25日 大阪 第３位

第35回全国選抜フットサル大会 9月20日～22日 釧路
準優勝/

北海道選抜Ａ

第16回全日本女子フットサル選手権大会 11月2日～4日 石川 1次ラウンド敗退

8月10日～12日 東京

北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌U-

12/準優勝

ﾌﾟﾟﾚｲﾌﾙ函館ｼﾞｭﾆｱ/ﾉｯ

ｸｱｳﾄ１回戦敗退

第10回全日本U-15女子フットサル選手権大会 2020年1月12日～13日 三重 準優勝

第25回全日本U-15フットサル選手権大会 2020年1月11日～13日 三重

SSSジュニアユース/

準優勝

ASC北海道U-15/

１次ラウンド敗退

第6回全日本U-18フットサル選手権大会 8月1日～4日 静岡 ともに準々決勝敗退

1回戦、

2回戦
中止 ＊

準々決勝

～決勝
中止 ＊

2020年1月4日～5日 長野 第3位

2020年2月14日～16日 愛知 1次ラウンド敗退

2020年2月21日～23日 茨城 1次ラウンド敗退

エイブルチャンピオンズカップ 地域大学フットサルリーグ 中止 ＊ ＊

大会延期 岡山 ＊

8月7日～9日 神戸 優勝

8月7日 神戸 優勝

※全道ビーチサッカー大会 in 石狩 兼 全国ビーチサッカー大会北海道予選は、2018年度より北海道ビーチサッカー連盟が設立されたので主催事業から外れる。

＜フットサル普及事業＞

開催期日 開催地

中止 ＊

5月6日
北ガスアリーナ

札幌46

4月20日～9月14日 札幌

11月30日
野幌総合運動

公園体育館

4月21日
野幌総合運動

公園体育館

2020年2月11日
北ガスアリーナ

札幌46

11月4日
札幌市豊平区

体育館

全道シニアフットサルフェスティバル 2020年2月22日
札幌市厚別区

体育館
50部門　6チーム　　40部門　6チーム

羊ヶ丘病院杯フットサル大会

(レディースオープン、エンジョイ)
レディースオープン　8チーム、レディースエンジョイ　9チーム

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (U-12の部) Ｕ-12の部　20チーム

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (O-40レディースの部） O-40の部　8チーム、少年団母の部　6チーム

フットサルフェスタ2019 Ｕ-12の部5チーム

悠々フットサル（プロジェクト事業）

SuperSports XEBIO CUP 2019 in SAPPORO

（Ｕ-8）
Ｕ-8　9チーム

第8回 グリーンアリーナ神戸カップ U-18フットサル

フェスティバル 　女子の部　　（全国大会）
北海道女子U-18選抜

大会名 備　　　考

ファミリーフットサルフェスティバル2020スプリング ＊

＊

日本トリムPresents　第12回全国女子選抜フットサル大会 北海道女子選抜

第8回 グリーンアリーナ神戸カップ U-18フットサル

フェスティバル 　　（全国大会）
北海道U-18選抜

＊

第4回Ｕ-18フットサルリーグチャンピオンズカップ 北星学園大学付属高等学校

SuperSports XEBIO

第20回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ
D.C Asahikawa F.C

北海道コンサドーレ札幌U-12 　/　プレイフル函館ジュニア

十勝FSリトルガールズU-15

SSSジュニアユース　/　ASC北海道U-15

北星学園大学付属高等学校　/

札幌大谷高等学校

第25回全日本フットサル選手権大会 ＊

大会名 北海道代表チーム

北海道大学Esperanza

北海道選抜Ａ　/　開催地枠　北海道選抜Ｂ

エスポラーダ北海道イルネーヴェ

第7回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ エスポラーダ北海道イルネーヴェ

バーモントカップ第29回全日本U-12

フットサル選手権大会



＜北海道選抜＞

＜北海道女子選抜＞

＜北海道U-18選抜＞

＜北海道U-18女子選抜＞

　　　6月～7月　　　6回実施

（2）第8回 グリーンアリーナ神戸カップ U-18フットサルフェスティバル 　女子の部　　出場

　　　関東予選　6月23日　東京　　　本大会　8月7日　神戸市　　　優勝

　　　7月～8月　　　2回実施

（3）第8回 グリーンアリーナ神戸カップ U-18フットサルフェスティバル 　出場

　　　8月9日～10日　神戸市　　優勝

（1）トレーニング、トレーニングマッチ

（２）トレーニング、トレーニングマッチ

　　　7月6日　7月13日　　2回実施

　　　9月8日実施

（3）第12回全国女子選抜フットサル大会

　　　大会延期

（１）セレクション

（２）セレクション

　　　10月～2020年2月　　　6回実施

　　　6月26日、8月21日、9月11日　　3回実施

（3）第35回全国選抜フットサル大会出場

　　　9月20日～22日　北海道釧路市　　≪北海道選抜Ａ≫準優勝　　≪開催地枠北海道選抜Ｂ≫1次ラウンド敗退（1勝2敗）

（１）トレーニング、トレーニングマッチ

（２）トレーニングマッチ

　　　4月～9月　　　8回実施

2019年度事業報告（選抜活動）

（１）トレーニング



＜リーグ＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

5月9日～10日 札幌

9月6日～12月27日
札幌、旭川、

苫小牧、

函館、釧路

10

10月11日～2021年1月10日 札幌,旭川　 7

10月11日～2021年1月10日 札幌 7

10月10日～10月24日 札幌 8

9月13日～10月11日 札幌 9

9月13日～9月27日
苫小牧、

函館、室蘭
6

10月18日～11月1日 旭川、赤平 8

10月4日～10月25日
十勝管内、

釧路
5

2021年2月20日～21日 札幌

2021年3月7日 札幌

2021年3月7日 札幌

10月3日～11月21日 札幌

10月10日～2021年1月9日 札幌

10月10日～2021年1月9日 札幌

11月8日～11月28日 札幌、江別 2

summerの部 6月～9月 札幌

11月15日～2021年2月28日 札幌

会長杯　第7回　U-18フットサルリーグ2020　兼

第5回U-18フットサルチャンピオンズカップ北海道予選

北海道フットサルリーグ入替戦

北海道女子フットサルリーグ入替戦 中止

第7回カレッジ・フットサル華リーグ 2020

第11回Ｕ-8フットサルリーグ 2020

第16回Ｕ-10フットサルリーグ 2020

中止

中止

中止

中止

ABeam Systems Presents

北海道地域大学フットサルリーグ2020

北海道フットサルリーグ

第5回札幌道央ブロックリーグ

北海道フットサルリーグ

第5回道南ブロックリーグ

北海道フットサルリーグ

第5回道北ブロックリーグ

北海道フットサルリーグ

第5回道東ブロックリーグ

北海道フットサルリーグ

2020年度ブロックリーグ決勝大会

2020年度 事業報告（大会結果表）

大会名

第9回北海道フットサルリーグカップ

第21回　北海道フットサルリーグ2020

第10回　北海道女子フットサルリーグ2020  1部

第10回　北海道女子フットサルリーグ2020  2部（3部）

中止

※　第7日目まで開催、抽選によりSafilvaが北海道地域代表。

※　第2節まで開催。

※　第2節まで開催。

中止

中止

中止

※　第2日目まで開催。

※　第3節まで開催。

※　第2節まで開催。

※　第2節途中まで開催。

※　第2節まで開催。

中止

第4回北海道NADESHIKO

フットサルリーグ2020



＜全道大会＞

開催期日 開催地
参加

チーム数
優　勝 準優勝 第３位

6月27日～28日 岩見沢

9月20日、21日、22日 江別 10
エスポラーダ北海道

イルネーヴェ
札幌BONITA FC

レイナージョ

フットサルクラブ

10月10日～11日 江別

北ブロック大会 11月7日～8日 滝川

南ブロック大会 2021年2月6日～7日 函館

11月28日～29日 恵庭

12月19日～20日 小樽

札幌ブロック予選 5月16日～17日 江別

道央ブロック予選 3月7日～8日 砂川

道南ブロック予選 3月21日 函館

道東ブロック予選 3月29日 中標津

道北ブロック予選 4月4日 名寄

7月11日～12日 岩見沢

12月5日～6日 苫小牧 16
※抽選により第1代表

DOHTO　Jrユース

※抽選により第2代表

ESFORCO

※抽選により第1代表

アスルクラロ函館U-15

2021年1月9日～10日 帯広

2021年1月23日～24日 帯広

2021年2月27日～28日 札幌

2021年2月21日～22日 帯広

2021年3月6日～7日 釧路

2021年3月6日～7日 札幌

40グループ 2021年3月6日～7日 滝川

50グループ 2021年3月6日～7日 滝川

60グループ 2021年3月6日～7日 滝川

2021年2月 札幌

※全道ビーチサッカー大会 in 石狩 兼 全国ビーチサッカー大会北海道予選は、2018年度より北海道ビーチサッカー連盟が設立されたので主催事業から外れる。

大会名

第15回　全道大学フットサル大会　兼

第16回　全日本大学フットサル大会

北海道代表決定戦

第19回北海道レディースフットサル大会　兼

第17回全日本女子フットサル選手権大会北海道予選

第11回全道地区選抜フットサル大会

全道フットサル選手権2020（一般の部）

全道フットサル選手権2020（女子の部）

全道フットサル選手権2020（U-14の部）

全道フットサル選手権2020（U-12の部）

第9回全道シニアフットサルオープン大会

2021　コンサドーレ・エスポラーダカップ

全道市町村サッカーフットサルエンジョイ大会

バーモンドカップ第30回全日本U-12フットサル

選手権大会

北海道代表決定戦

第32回全道U-15フットサル選手権大会　兼

第26回全日本U-15フットサル選手権大会

北海道代表決定戦

第26回全日本フットサル選手権北海道地域大会

第32回全道U-18フットサル選手権大会　兼

第8回全日本U-18フットサル選手権大会

北海道代表決定戦

第16回全道自治体職員フットサル大会

第12回全道女子Ｕ-15フットサル大会　兼

第11回全日本U-15女子フットサル選手権大会

北海道代表決定戦

第31回全道少女フットサル大会

第30回全日本U-12フットサル選手権大会

北海道ブロック大会

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

※抽選によりNovantunoが北海道地域代表

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

※抽選により旭川女子アチーボU-15が北海道代表



＜全国大会＞

開催期日 開催地 北海道チーム順位

第16回全日本大学フットサル大会 中止 大阪

第36回全国選抜フットサル大会 中止 秋田

10月30日～11月2日 北海道帯広
イルネーヴェ/1回戦敗退

BONITA/準々決勝敗退

中止 東京

JFA第11回全日本U-15女子フットサル選手権大会 2021年1月10日～11日 三重 1次ラウンド敗退

JFA第26回全日本U-15フットサル選手権大会 2021年1月9日～11日 三重 ともに1次ラウンド敗退

JFA第7回全日本U-18フットサル選手権大会 中止 京都

2021年2月19日～3月7日
三重・

東京・静岡

エスポラーダ北海道/

4回戦敗退

Novantuno/

2回戦敗退

2021年1月4日～5日 長野

中止 愛知

中止 山梨

中止 愛知

中止 岡山

大会延期 高知

中止 兵庫

中止 兵庫

中止 長野

大会名 北海道代表チーム

エスポラーダ北海道イルネーヴェ／札幌BONITA FC

第8回 グリーンアリーナ神戸カップ

U-18フットサルフェスティバル 　女子の部

第8回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ

日本トリムPresents

第12回全国女子選抜フットサル大会

第9回 グリーンアリーナ神戸カップ

U-18フットサルフェスティバル

第5回Ｕ-18フットサルリーグチャンピオンズカップ 派遣なし

第21回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ Safilva

旭川女子アチーボU-15

DOHTOJrユース　/　ESFORCO　/　アスルクラロ函

館U-15

エスポラーダ北海道／Novantuno

地域大学フットサルチャンピオンズリーグ

アビームシステムズカップ

日本トリムPresents

第13回全国女子選抜フットサル大会

第15回長野オープンＵ-23選抜フットサル大会

JFA第26回全日本フットサル選手権大会

JFA第17回全日本女子フットサル選手権大会

JFAバーモントカップ

第30回全日本U-12フットサル選手権大会



＜フットサル普及事業＞

開催期日 開催地

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

全道シニアフットサルフェスティバル 中止

羊ヶ丘病院杯フットサル大会

(レディースオープン、エンジョイ)

羊ヶ丘病院杯フットサル大会 (U-12の部)

羊ヶ丘病院杯フットサル大会（O-40レディースの部）

フットサルフェスタ2020

悠々フットサル

SuperSports XEBIO CUP 2019 in SAPPORO

（Ｕ-8）

大会名 備　　　考

ファミリーフットサルフェスティバル2020スプリング

2020年度事業報告（選抜活動）

2020年9月～10月　トレーニング活動のみ


