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Sapporo
札幌地区

ＨＡＢＡＴＡＫＥ

主な練習場所

中沼小学校体育館

WEB サイト等

Facebook「Anniversary40 はばたけ」を検索！

中学生から上は 50 代まで幅広い年代で経験者、初心者入り交じって楽しいチームです。
札幌地区なでしこリーグ、O-30 大会、O-40 大会に参戦
他、シニア 60 サッカーリーグ戦にも参戦 ( 女子は満 34 歳以上 )

札幌地区

Ｌ・ＫＡＪＩーＭＡ

主な練習場所

札幌市内

連絡先

masa.masamasa011@icloud,com
090-5222-5011

L・KAJIMA は、和気あいあいとサッカーを楽しむことをモットーに、現在は 20 代から 50
代まで幅広い年代で、経験者、未経験者問わず、学生や主婦の方も多数在籍しているチーム
です。練習は平日週 1 回、夏はなでしこリーグ、冬はフットサルリーグのレディース部門の
大会に参加しています。経験はあるが、ボールを蹴る場所を探している方、経験は無いがサッ
カーを始めてみたいと思っている方、まずは一緒に体験から始めませんか。ぜひご連絡くだ
さい。

札幌地区

ＲｅｕｓａＦＣ

reusafcmiura@gmail.com

連絡先

ReusaFC は１度サッカーを離れてしまった人たちがまたボールを蹴りたい！という気持ちか
ら 2011 年に作られ、札幌リーグをメインに活動しています。現在は決まった日にちでの練
習は行っていませんが、学校開放などでボールを蹴る機会を作っています。「小学生以来」「高
校からずっと」など 20 代〜 40 代まで幅広い年代が所属しています。久しぶりに楽しくサッ
カーをしたい！という方がいましたら、ぜひご連絡ください。

札幌地区

Ｔｅｉｎｅ
ＥＧＺＡＳ ＦＣ

主な練習場所

札幌市手稲区

前田小学校・前田中央小学校

連絡先

Shin8215@icloud.com
090-1383-1081

WEB サイト等

http://teinegirlsfc.crayonsite.com

当チームは、女子サッカー選手へ活動場所の提供を目的とし、2016 年から活動を始めた中
学生以上の女子サッカーチームです。2018 年より各公式大会に参加し、中学生からサッカー
を始めた選手も社会人・高校生選手と一緒に試合に出場し活躍しております。
また、サッカー普及の一環として「JFA なでしこひろば in 手稲」を開催し、幼児から大人ま
で幅広くサッカーを楽しめる環境作りに取り組んでおります。

札幌地区

クラブフィールズ・
リンダ

主な練習場所

江別美原グラウンド、美しが丘体育館

連絡先

clubﬁelds̲u13@yahoo.co.jp

WEB サイト等

https://www.footballnavi.jp/clubﬁelds/

活躍する OG

熊谷紗希、沖野くれあ、沖野るせり、
本間摩耶、西川明花

080-5836-1663

1979 年に札幌リンダとして発足し、2005 年よりクラブフィールズ・リンダにチーム名を改
名し現在総勢 62 名で活動しております。練習・試合を重ねるごとにチーム・個人が常に成
長を続け、チーム一丸となり戦っていきます。
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Sapporo
札幌地区

ノルディーア北海道

主な練習場所
連絡先

札幌サッカーアミューズメントパーク

WEB サイト等

公式ホームページ：https://www.norddea.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/norddea
Twitter：https://twitter.com/norddea
Instagram：https://www.instagram.com/norddeahokkaido/

〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 4 丁目日之出ビル 7F
TEL；011-222-7045 FAX；011-222-7046 email；info@norddea.jp

北海道から唯一、全国リーグを戦う女子サッカークラブチーム、ノルディーア北海道は
2021 シーズンからなでしこリーグ２部に参入し戦います。アマチュアクラブとして、仕事
とサッカーとの両立、そして地域社会に貢献する人材の育成という想いのもと私たちは活動
をしています。大好きな北海道で出来る喜び、そして感謝の気持ちを表現し、皆様に笑顔と
元気を届け、地域社会に貢献できるよう成長していきたいと思います。
札幌地区

札幌ＢＯＮＩＴＡ ＦＣ

札幌市生涯学習センターちえりあ体育室・石狩市多目的スポーツ施設

主な練習場所
連絡先
WEB サイト等
活躍する OG

gostosoan1@gmail.com

090-8270-3205

http://bonitafc.jp/
女子選手は、女子高校選手権や大学王者チームに沢山の札幌 BONITA
FC 出身選手が所属しています。更に、男子の高校サッカー選手権の
王者チームにも札幌 BONITA FC 所属選手がいます。

札幌 BONITA FC は、フットサルとサッカーの両方を通じて個人のレベルアップを常に考え、
活動しているチームです。札幌 BONITA U12 は、男女クラブで活動しており、札幌市 4 種
に登録しています。女子は中学 1 年生から大人まで、女子クラブのみで行っています。昨年、
全日本女子フットサルの初出場を果たし、設立から 11 年目で、全国ベスト８の素晴らしい
成績を残しました。後輩に好かれる先輩作りを考え、大会のよい成績に注目をするだけでは
なく、沢山の良い仲間、技術や人格面でもあこがれる選手作りを中心に活動をしています。
札幌地区

札幌グラシア

主な練習場所

北海道朝鮮学校、フッチスポーツパーク PIVO

連絡先

n.ohuchi0620@gmail.com
080-8293-8558（大内）

WEB サイト等

ホームページ： https://sapporogracia.crayonsite.com
Facebook：
https://www.facebook.com/SapporoGracia/

札幌グラシアは 2020 年度新規チームとして札幌市を拠点に活動をしています。サッカーを
通じて人間性の成長とサッカーを追及する楽しさを体験し、そこから自立を促しサッカーと
いう素晴らしいスポーツを通して素敵なサッカー選手、素敵な女性へと成長させていく事を
目的としてクラブ活動を行っています。

札幌地区

札幌大学女子サッカー部
ヴィスタ

主な練習場所

札幌大学サッカー場、札幌大学陸上競技場、札幌大学体育館

連絡先

s-ujiie@ofc.sapporo-u.ac.jp

活躍する OG

上村 咲菜・大沼 萌百葉（ノルディーア北海道）

札幌大学と札幌大学女子短期大学部の学生で構成されたチームであり、創部１０年となりま
す。これまでの主な成績は以下のとおりです。
＜道内主要大会＞
＜全国大会＞
・皇后杯北海道予選 優勝１回、準優勝１回
・全日本大学女子サッカー選手権大会
・北海道女子サッカーリーグ 優勝 2 回、
ベスト１６ ２回
準優勝 2 回
※皇后杯全国大会はチーム事情により辞退
・全道フットサル選手権大会 準優勝 1 回
札幌地区

札幌北斗高校
女子サッカー部

（公財）北海道サッカー協会にお問い合わせください。
011-825-1100

連絡先
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Sapporo
札幌地区

東白石あかつきＦＣ

主な練習場所

平和通小学校・東白石小学校

グラウンド＆体育館

連絡先

ews.akatsukifc@gmail.com

WEB サイト等

東白石あかつき FC | Facebook

1994 年、東白石あかつき FC は札幌市白石区で U-12 女子サッカーの単独クラブチームとし
て生まれ、たくさんの選手たちがこのクラブのもとでプレーし歴史を刻んできました。
東白石あかつき FC は決して大きなクラブではありませんが、コンスタントに成績を残し、
1997 年に U-12 女子の全国大会に出場しました！そして 2009 年には新たに U-15 を発足し、
2012 年から 2 年連続で全日本女子ユース選手権の全国大会に出場することができました！
2020 年から社会人、大学生になった OG も加わり、活動しています。これからも攻守にア
グレッシブで見ている人も楽しめるサッカーを目指していきます！
札幌地区

北海道リラ・
コンサドーレ
Ⓒ2020 CONSADOLE

主な練習場所

北海道コンサドーレ札幌東雁来グランド・東雁来公園サッカー場

連絡先

ukita@consadole.gr.jp
011−777−5314

WEB サイト等

https://chsc.jp

2015 年に女子サッカーの普及育成に向け、「北海道リラ・コンサドーレ」を立ち上げ、活動
開始から 6 年が経ちました。
「W E リーグ・なでしこリーグ」を目指し、選手とともに成長
していけるよう活動を行なっております。北海道女子サッカーが発展していけるようチーム・
スタッフそして選手と一緒に尽力していきたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

札幌地区

北海道札幌東商業高等
学校女子サッカー部

主な練習場所

学校グラウンド（札幌市厚別区）

連絡先

yabu926@hokkaido-c.ed.jp

北海道札幌東商業高等学校女子サッカー部は現在部員１４名で活動しています。高校からサッ
カーを始める部員が多いですが、部訓「以和征技」をモットーに、チームスポーツ最大の魅
力であるチームワークをベースに日々練習に励んでいます。サッカーという最高のスポーツ
を通じて、選手としての成長はもちろんのこと、人としての成長も目指すチームです。

札幌地区

北海道文教大学明清高等
学校女子サッカー部

主な練習場所

学校グラウンド

WEB サイト等

① 北海道文教大学明清高等学校ホームページ
② 女子サッカー部インスタグラム
https://instagram.com/bunkyo̲joshi?igshid=tyzk033dellm

活躍する OG

中野 真奈美、髙瀬 愛実、西川 明花、山谷 瑠香
大家 梨緒、本間 麻椰、越後 希波
ノルディーア北海道：澤田 法味、三浦 唯、上村 咲菜

1981 年創部の創部以来、たくさんの卒業生が女子サッカーの世界で活躍してくれております。
伝統を作った先輩たちと同じように、たくさんの人たちから「応援される選手・応援されるチー
ムになる」という目標に向かって、全力で学校生活と部活動に日々取り組んでいます。
※2021 年度から恵庭へ移転し（千歳地区）
、校名が北海道文教大学附属高等学校へ変更します。
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Hakodate
函館地区

ＢＰ函館キルティ

主な練習場所

北海道教育大学函館校

連絡先

baltjp@yahoo.co.jp
090-9758-5372（浅利
中野
浅利
本間

活躍する OG

真奈美
育
詩帆

淸美）

ノジマステラ神奈川相模原所属（元日本代表）
CowlyCollege 所属（アメリカ）
（元岡山湯郷 Belle 所属）
ノルディー北海道所属 (2021 シーズン加入 )

中学生から高校生、大学生、社会人までの幅広い年齢層が所属しているチームです。全員が
選手なので、各自のできることを行い、みんなで協力してチームを運営しています。環境は違っ
ても、サッカーを通してそれぞれが成長していけるように、時には厳しく、時には笑い合い、
みんなで集まってサッカーをすることが楽しいと感じるチームです。遠征では、先輩に自分
の進路の相談をしたり、いろいろな話題で Oﬀ the Pitch でも盛り上がっています。
函館地区

ＢＰ函館キルティ
Ｕ-１５

主な練習場所

北海道教育大学函館校

連絡先

baltjp@yahoo.co.jp
090-9758-5372（浅利

活躍する OG

中野
浅利
本間

真奈美
育
詩帆

淸美）

ノジマステラ神奈川相模原所属（元日本代表）
CowlyCollege 所属（アメリカ）
（元岡山湯郷 Belle 所属）
ノルディー北海道所属 (2021 シーズン加入 )

現在 15 名の中学生が所属しています。中学生になってからサッカーを始めた選手もいます。
学校の部活に入っている選手が多いですが、いつもは男子のスピードとパワーの中でプレー
していますが、女子だけの練習ではじっくり考える事、良く見る事、チャレンジすることが
できるので各自のレベルアップに繋がっています。女子がたくさん集まっているので、おしゃ
べりが止まらないことが・・・みんなで楽しくサッカーしてます！
函館地区

函館白百合学園
中学高等学校

主な練習場所

函館白百合学園中学高等学校 第２体育館 又はグラウンド

連絡先

hakoyurij@hakodate-shirayuri.ed.jp
0138-55-6682

WEB サイト等

http://www.hakodate-shirayuri.ed.jp/

2013 年度に同好会として立ち上がり、2015 年度より部として高体連全道大会への参加を始
めました。高校女子はチーム数が少なく、なかなか 11 人が揃えられないチームもあります。
本校もその中の１チームですが、今年度はコロナ禍による地区限定の代替大会で初勝利、初
優勝を挙げることができました。今後も大会出場を続け、勝敗を争う試合ができるチームを
目指して取り組んでいきたいと思います。

函館地区

北海道上磯高等学校
女子

主な練習場所

学校グラウンド

連絡先

0138-73-2304

少人数で男子と一緒に楽しく活動しています。今年は３年生が引退し、現在は部員がゼロに
なってしまいましたが、今までは初心者の選手も多く、サッカーを楽しむことを一番大事に
しています。
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Otaru/Sorachi
小樽地区

小樽
Ｃｏｒｓａ’ｒｉｏ

主な練習場所

北照高校体育館、北星余市高等学校、北海道芸術高等学校など

連絡先

090-7659-7092（監督：鈴木）
piyotama5626@gmail.com

WEB サイト等

Instagram アカウント名：OTARU̲CORSARIO

活躍する OG

福井しほり（NGU ラブリッジ名古屋）
山谷瑠香（アルビレックス新潟レディース）
越後希波（ニッパツ横浜 FC シーガル）

後志地区が拠点の女子サッカーチームです。U-15 年代を中心に高校生・社会人とカテゴリー
があります。指導者は男性が 1 名、女性が 3 名（OG）と女性指導者が多いことが特徴です。
中学生や高校生は心や体のバランスが不安定になりやすい時期ですが、女性指導者のサポー
トもあるので安心してプレー出来る環境です。サッカーを通じて後志を盛り上げ、もっと元
気にしたい！地域に根差し応援されるチームを目指し活動しています。
小樽地区

北照高等学校
女子サッカー部

主な練習場所

学校グラウンド、東雁来公園人工芝

連絡先

0134-32-0331( 北照高等学校 )

本校は地元小樽をはじめとする北海道内の選手で活動しています。平日は本校グラウンドを
中心にトレーニングを行い週末はリーグ戦や練習試合、大会に参加してます。
また長期休業中は、小樽市教育委員会と企画したスポーツ教室を実施したり、大会運営の補
助も実施しています。

空知地区

岩見沢ＦＣ
ルファヴェニール

主な練習場所

北海道教育大学岩見沢校 G（人工芝）

連絡先

refavenir@gmail.com
HC 櫛田 090-4282-7638

WEB サイト等

Facebook；岩見沢 fc
Instagram；refavenir

ルファヴェニール

2020 年 4 月に発足しました。空知では U-12 の女子の活動が活発ですが、約半数が中学では
サッカーを止めてしまいます。U-15 でのサッカーのできる場を確保し、女子サッカーの育成
と強化を目的とし日々トレーニングしています。
目標は「空知からなでしこへ」
チームの特徴は、常にハードワークで臨みます。
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Asahikawa
旭川地区

ＢＥＬＩＮＤＡ 旭川

東光スポーツ公園他

主な練習場所

旭川市東光 3 条 2 丁目 1-23 重原整骨院東光内
BELINDA 旭川 事務局
TEL：090-5987-5966 FAX：0166-33-3071
tnf̲shun225@yahoo.co.jp

連絡先

旭川では、中学生以上の女子の受け皿としてのチームがなく、サッカーを続けるには中学校
のサッカー部に所属するしかなくフィジカル的な理由などからサッカーをやめてしまう選手
もいます。
私たちは「サッカーをしたいと願うすべての女子に、プレーする機会を。」という FIFA の理
念に則り、地域の U-15 年代の女子の受け皿として、またその後の選手の育成や強化、それ
に続くより多くの女性プレイヤーを生み出すためにチームが始動しました。
旭川地区

旭川市立陵雲小学校体育館

主な練習場所

旭川Ｆｉｏｒｅ
連絡先
Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｃｌｕｂ

（公財）北海道サッカー協会にお問い合わせください。
011-825-1100

１０代から５０代までそれぞれ自分の体力に合わせて楽しんでいます。親子で、孫と一緒に、
健康づくりにと、参加スタイルはいろいろです。近年はフットサルがメインです。毎週火曜
日１９時半〜２１時練習。初心者歓迎。

旭川地区

旭川実業高等学校

主な練習場所

学校人工芝グラウンド・東光スポーツ公園・鷹栖多目的広場

連絡先

0166-51-1246

WEB サイト等

男女サッカー部 HP：https://www.footballnavi.jp/a-jitsu/

地元旭川出身の選手だけでなく道北はもちろん、全道各地からたくさんの選手が入学し下宿
を利用しながら毎日全員で切磋琢磨し全国出場を目指し頑張っています。
チームは個性溢れる笑いの絶えないチームで、
「感謝の気持ちを忘れずサッカーを楽しみ一生
懸命プレーする」そんな選手・チームを目指しています。
またサッカーだけでなく文武両道を徹底し、やるときはやる楽しむ時は楽しむなどメリハリ
を持って活動しています。

旭川地区

旭川女子アチーボ

旭川市東光スポーツ公園人工芝

主な練習場所

（チーム代表）鈴木康宏

連絡先

090-6214-3537
yassan1955yas@yahoo.co.jp

1999 年に社会人の女子チームとして創設されました。社会人が減り、中学生が増えた現在は、
社会人はフットサル登録で、中学生はサッカー登録でそれぞれ活動に取り組んでいます。社
会人は全道女子フットサルリーグ 1 部に所属しています。中学生はそれぞれの中学校の部活
動に所属し、週１回の女子だけの練習に励み、女子 U-15 全国大会やフットサル大会の予選
に出場し全国大会を目指しています。

旭川地区

北海道旭川南高等学校

主な練習場所
連絡先

（公財）北海道サッカー協会にお問い合わせください。
011-825-1100

WEB サイト等
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Kushiro/Tokachi
釧路地区

釧路リベラルティ

〔夏季〕釧路市民サッカー場・釧路市陸上競技場付属競技場
〔冬季〕湿原の風アリーナ釧路・釧路インドアテニスパーク

主な練習場所
連絡先

kushiro.liberalty.since1992@gmail.com
電話（代表）：090-6126-6186（代表 春名）

WEB サイト等
活躍する OG

facebook / Instagram アカウント有
髙瀬愛実（I N A C 神戸レオネッサ）

釧路で活動する女子サッカーチームです。現在，一般・高校生はフットサルを，U-15（中学生）
はサッカーを中心に活動しています。加えて，４種所属の女子選手を対象にしたスクール活
動や，未就学児を対象とするキッズクラブ，軽くサッカーに楽しみたい一般の方を対象とし
たママさんクラブなども，それぞれ月２〜３回程度で活動しています。釧路に女子サッカー
が広がり根付くよう，今後も粘り強く活動していきます。
十勝地区

ＢＩＧＺ池田

主な練習場所

池田町河川敷サッカー場・池田町総合体育館

連絡先

遠藤

晴美

活躍する OG

阿部

紗央厘（琉球デイゴス）

ensige11@ybb.ne.jp

みんなワイワイ勝手におしゃべり、試合直前まで緊張感がなく、
人の話を聞かない人間の集まりであるが、いざ試合が始まると献身的に頑張り、
また若い部員たちがのびのびプレーできるよう誘導とサポートができる自由人の集まり。
中学生、高校生、20 代、30 代、40 代、50 代で構成

十勝地区

ＲＯＣＣＡＦＯＲＴＥ
ＴＯＫＡＣＨＩ Ｕ-１５

主な練習場所

[ 夏季 ]
[ 冬季 ]

芽室西運動場サッカーコート・帯広北高校・白樺学園高校
音更サンドーム・中札内交流の杜・芽室健康プラザ

連絡先

[ 事務局 ]
[ 事務局 ]

roccaforte.tokachi@gmail.com
080-2863-5206

WEB サイト等

Facebook ロッカフォルテとかちで検索
Instagram アカウント名は roccafortetokachi

2019 年にクラウドファンディングで創設資金集めに成功し、2020 年春に創設したばかりの
中学生のチームです（小学６年生も練習生として活動中）
。現在、十勝管内において複数のス
ポンサーに支援していただきながらトレーニングに励んでいます。平日は３回の活動、その
うち２回は学習したあとにトレーニングをおこなっています。週末はゲームへ！チームの名
前のごとく、
「難攻不落の城」の構築を目指しています。サッカー、人格、学習、すべての面
で十勝から世界へ飛翔！（U-9 のキッズスクールも平行して活動しています）
十勝地区

帯広大谷高等学校
女子サッカー部

主な練習場所

帯広大谷高校グランド・西側芝生・第一第二体育館

連絡先

nakata.obihiroohtani@gmail.com

3 年生６名 2 年生９名 1 年生１０名 計２５名 顧問１名
経験者６名でチームのほとんどが高校からサッカーを始めた選手で構成しています。
未経験者であっても、３年間サッカー漬けの毎日を送ることで経験者にも負けないスピリッ
ツが身につきます。たまに信じられないプレーも飛び出しますが、ジャイアントキディング
をするべく地道に活動をしております。2021 年で設立から 10 年目を迎える節目の年でもあ
るので、全道大会で良い結果を残せるように頑張ります。ぜひ体験に来てください。

十勝地区

帯広南商業高等学校
女子サッカー部

主な練習場所

帯広南商業高校グラウンド

連絡先

0155-34-5852
hoshino@nansho.octv.ne.jp

WEB サイト等

帯広南商業高等学校ホームページ

活躍する OG

手代木直美〜サッカー国際審判員（副審）・サッカー１級審判員

１９９３年４月に設立され、「帯広南商女子ＦＣ」として日本協会登録。その後、「帯広南商
業高等学校女子サッカー部」に登録変更し現在に至ります。
部員のほとんどが、高校入学後に本格的にサッカーボールに触れる初心者がメインのチーム
ですが、全道大会や管内における各種大会での上位進出を目標に日々練習に取り組んでいま
す。
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Tokachi/Muroran
十勝地区

帯広北高等学校
女子サッカー部

主な練習場所

帯広北高等学校

連絡先

0155-47-0121
obikita-soccer.jp

「サッカーを楽しむ」「サッカーを通して人として成長する」
サッカーを通して沢山の大切な何かを手に入れられるように、何事にも常に前向きに積極的
に活動しています！今、仲間と当たり前にサッカーができていること・支えてくれている方々
に感謝しこれからも活動していきます。応援宜しくお願い致します！！

十勝地区

十勝ＦＳリトルガールズ

主な練習場所

キックロスおとふけ・帯広北高校・十勝管内体育館

連絡先

tokachi.littleg@gmail.com

WEB サイト等

https://ameblo.jp/fcobihirolittlegirls

活躍する OG

スピードスケートの高木美帆選手は中１からの２年間、
リトルガールズと中体連に所属していました。

中学生から社会人までの幅広い年齢で構成されるクラブです。
リトルママはフットサルチームで、週１回練習をし競技性よりも健康維持。
高校生以上のトップと U-15 の３チームで活動しています。
競技性を求めるチーム、そうでないチームが同じクラブにある特徴があります。

室蘭地区

室蘭アイスバーズ

主な練習場所

夏場
冬期

入江運動公園多目的 G・伊達まなびの里・室蘭清水ヶ丘高校 G
室蘭市宮の森体育館・室蘭市内各小中学校体育館

連絡先

武藤 貴啓
taka.32@kfa.biglobe.ne.jp
090-9514-7362

中学 1 年生から高校生、社会人、ママさんまで幅広い選手が在籍しており現在、U-15 も含め
27 名の選手が在籍しています。

室蘭地区

室蘭アイスバーズ
Ｕ-１５

主な練習場所

夏場
冬期

入江運動公園多目的 G・伊達まなびの里・室蘭清水ヶ丘高校 G
室蘭市宮の森体育館・室蘭市内各小中学校体育館

連絡先

武藤 貴啓
taka.32@kfa.biglobe.ne.jp
090-9514-7362

中学 1 年生から中学 3 年生まで現在、11 名の選手が在籍しております。
練習や試合など母体である室蘭アイスバーズと一緒に活動しています。

室蘭地区

北海道大谷室蘭高等学校

学校グラウンド・ポロモイスタジアム（洞但）
まなびの里サッカー場（伊達）
0143-44-5641（学校）
junichi̲gloria2323@yahoo.co.jp

主な練習場所
連絡先

大谷室蘭女子サッカー部 インスタグラム (@ranta̲josisoccer)

WEB サイト等
活躍する OG

福井しほり（NGU ラブリッジ名古屋）
米山涼美（FC 町田ゼルビアレディース）
三澤絢子（札幌大学女子サッカー部監督）等

多くの選手が女子サッカー部専用の寮で共同生活をしながら、礼儀や挨拶、感謝の気持ちを
忘れず仲間を思いやる心を大切にし、インターハイと高校選手権の２つの全国大会で上位に
進出するという目標を持って、明るく楽しい雰囲気の中で切磋琢磨しながら毎日の厳しいチー
ム練習や自主練習に真剣に取り組んでいます。文武両道を目指し、サッカーを通して技術以
外の面でも大きく成長していけるチームです。
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Tomakomai/Chitose
苫小牧地区

ＡＳＣ北海道レディース

主な練習場所

緑ヶ丘公園サッカー場

連絡先

asc.hashiba@gmail.com
080-1895-1075

WEB サイト等

http://asc-hokkaido.com/index.html

２０１１年に中学生年代の女子選手の受け皿として設立しました。
その後、
Ｕ−１５年代の各種大会に出場し、２０１８年からは北海道女子サッカーリーグ、２
０２０年からはＵ−１５女子サッカーリーグに参加し、年間を通して公式戦に出場していま
す。また、選手は苫小牧市及び近隣の市町から中学生２１名、高校生４名の計２５名が集ま
り活動しています。

千歳地区

北海道文教大学
女子サッカー部

北海道文教大学体育館

主な練習場所

（公財）北海道サッカー協会にお問い合わせください。
011-825-1100

連絡先

北海道文教大学女子サッカー部は、現在は約 20 人で活動しています。経験者、初心者、学年、
学科問わず、楽しく練習に励んでいます。部員が仲がいいため、チームワークが良いと思っ
ています。チーム理念は、学業を優先し、部活と両立し、情操豊かな教養人として心身とも
に健康に成長することです。
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Okhotsk/Soya
オホーツク地区

ＦＣ網走ｍｅｎｉｎａ

主な練習場所

網走市内

連絡先

menina@npoasc.jp
0152-67-7939（NPO 法人あばしりスポーツクラブ）

WEB サイト等

http://npoasc.jp/
Face Book ページ：@fcamenina

クラブチーム FC 網走を母体とし、2016 年よりオホーツク地区初の U-12 女子チームとして
創設。男子 U-12 との同時活動の他、男子環境が苦手な女子の単独活動の場として受け入れ
を開始。2017 年より U-15 女子チームも創設し、FC 網走 menina・FC 網走 meninaU-12 と
して本格的なチーム活動をスタート。
JFA なでしこひろばの地区主管や、2020 年からはガールズサッカースクール meninaGSS
も開講し、オホーツク地区の様々な地域から選手が集まり楽しく真剣に活動をしています。
オホーツク地区

ｉｌ ｓｏｌｅ ＦＣ

主な練習場所

夏→東陵運動公園 他／冬→北見市立体育館 他

連絡先

代表者 藤森 静
fujihoppu@yahoo.co.jp

２０１９年４月にチームを設立しました。高校生から社会人・主婦等々で活動しています。チー
ム内を一般（選手登録）とノービス（選手未登録）に分けていますが、練習や当地区内開催のフェ
ス参加時は一緒に活動しています。登録している選手は 十勝リーグに参加しＢＩＧＺ池田
のメンバーとして試合経験を積んでいます。初心者（高校生以上）
、久々にサッカーしたい方
など気軽に参加できるチームです！！
ＩＮＡＣ神戸レオネッサの高瀬愛実選手が帰省された際に
一緒にサッカーをしていただいています。（今年度はコロナ過なので自粛予定です）
オホーツク地区

レファＦＣ

主な練習場所

北見市

連絡先

right-now93@circus.ocn.ne.jp
090-5072-8990

社会人・大学生・高校生・中学生が所属
週１〜２回トレーニング
各種大会やフェスティバルに参加

宗谷地区

稚内ステラマーレ

主な練習場所

稚内市富士見球技場・稚内市内小学校

連絡先

isgktks1981@gmail.com
090-7054-6935

日本最北端の稚内を拠点に中学生 11 人高校生 2 人で、週に 3 回程度の練習を行い、大会の
ない週末は男子サッカー部と練習試合や合同練習も行っています。
サッカー好きな女子が集まって楽しく活動しています。

宗谷地区

北海道稚内高等学校

主な練習場所

学校グラウンド

連絡先

0162-33-4154

WEB サイト等

高校 HP

www.chikou.hokkaido-c.ed.jp/

本校は高校からサッカーを始める選手がほとんどであるため、基礎的基本的な技術の習得に
重点を置いています。練習では、失敗を恐れず、何事にもチャレンジする精神を大切にして
います。現部員は１名ですが、サッカーを楽しみ、技術の向上を目指しています。
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子
チーム運営にご尽力いただいている皆さま、情報のご提供に御協力いただきました皆さまに、
この場をお借りしてお礼申し上げます。

本誌は、JFA 女子サッカーデー事業の
一環として作成しております。

発行：公益財団法人 北海道サッカー協会
〒062-0912 札幌市豊平区水車町 5 丁目 5-41 北海道フットボールセンター
TEL 011-825-1100 FAX 011-825-1101
https://www.hfa-dream.or.jp/
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