
NAEBO.FC

プログレッソ十勝Ｕ１０

月寒サッカースポーツ
少年団

ESPERANZAFCU-9

ESPERANZAFCU-9

月寒サッカースポーツ少年団

順位得点 失点 得失点差NAEBO.FC プログレッソ十勝Ｕ１０ 勝点

新琴似西スーパースターズ

《U-１０の部・４ブロック》

北海道ハイテクACアカデミー

山の手サッカースポーツ少年団
U-１0

プレイフル函館U10ブラック

《U-１０の部・３ブロック》

山の手サッカースポー
ツ少年団U-１0

得失点差 順位得点 失点
プレイフル函館U10ブ

ラック
新琴似西スーパースターズ

北海道ハイテクACアカ
デミー

勝点

澄川JFCホープ

菊水サッカースポーツ少年団

宮の丘サッカースポーツ少年団

澄川JFCホープ
菊水サッカースポーツ

少年団
勝点

《U-１０の部・２ブロック》

宮の丘サッカースポー
ツ少年団

羽幌FCJr.3・4年生

羽幌FCJr.3・4年生

順位得点 失点 得失点差

東橋サッカークラブ

ＥＳＰＥＲＡＮＺＡＦＣＵ－１０

FCBellator

前田北サッカー少年団

東橋サッカークラブ 勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　（Ａブロック）

《U-１０の部・１ブロック》

前田北サッカー少年団 FCBellator ＥＳＰＥＲＡＮＺＡＦＣＵ－１０ 得点 失点 得失点差 順位



エスポラーダ北海道フットサルス
クール

白石F倶楽部U-10Y

枝幸サッカー少年団
北園・美香保ユナイテッ

ド

北園・美香保ユナイテッド

枝幸サッカー少年団

順位得点 失点 得失点差
エスポラーダ北海道フッ

トサルスクール
白石F倶楽部U-10Y 勝点

プレイフル函館U9

《U-１０の部・８ブロック》

WESTSHIROISHI

福住サッカースポーツ少年団

リベルタU-10D

《U-１０の部・７ブロック》

福住サッカースポーツ
少年団

得失点差 順位得点 失点リベルタU-10D プレイフル函館U9 WESTSHIROISHI 勝点

大谷地サッカースポーツ少年団

プレイフルU10函館グレー

和光サッカースポーツ少年団

大谷地サッカースポー
ツ少年団

プレイフルU10函館グ
レー

勝点

《U-１０の部・６ブロック》

和光サッカースポーツ
少年団

発寒サッカースポーツ
少年団

発寒サッカースポーツ少年団

順位得点 失点 得失点差

中の島サッカー少年団

つべつサッカー少年団U-10

リベルタテクニカル

白石F倶楽部U-10K

中の島サッカー少年団 勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　（Ｂブロック）

《U-１０の部・５ブロック》

白石F倶楽部U-10K リベルタテクニカル
つべつサッカー少年団

U-10
得点 失点 得失点差 順位



千歳TCガールズ

菊水サッカースポーツ少年団

勝点 得点

AmistaFC

２月１１日（土）

リーグ表　

《U-12ガールズの部リーグ》

AmistaFC
菊水サッカースポーツ少

年団
千歳TCガールズ 失点 得失点差 順位



高平レグルスFC 勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　（Ａブロック）

《U-１２の部・１ブロック》

名寄ピヤシリU-12 前田北サッカー少年団
西岡南サッカースポー

ツ少年団
得点 失点 得失点差 順位

名寄ピヤシリU-12

前田北サッカー少年団

高平レグルスFC

西岡南サッカースポーツ少年団

順位得点 失点 得失点差
札幌常盤サッカース

ポーツ少年団
稚内ラソフォルテスFC 勝点

《U-１２の部・２ブロック》

ヴェンタス幌向
山の手サッカースポー

ツ少年団

山の手サッカースポーツ少年団

ヴェンタス幌向

札幌常盤サッカースポーツ少年
団

稚内ラソフォルテスFC

《U-１２の部・３ブロック》

富岸ジュニアキッカーズ 得失点差 順位得点 失点三笠FC
前田中央フットボールク

ラブ
拓北サッカースポーツ

少年団
勝点

富岸ジュニアキッカーズ

三笠FC

拓北サッカースポーツ少年団

前田中央フットボールクラブ

《U-１２の部・４ブロック》

順位得点 失点 得失点差
日新サッカースポーツ

少年団
宮の丘サッカースポー

ツ少年団
勝点プレイフル函館U11

遠軽はやぶさサッカー
スポーツ少年団

遠軽はやぶさサッカースポーツ少
年団

プレイフル函館U11

日新サッカースポーツ少年団

宮の丘サッカースポーツ少年団



平取サッカークラブU-12 勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　（Ｂブロック）

《U-１２の部・５ブロック》

FCBellator ESPERANZAFCU-12 Sボーイズ 得点 失点 得失点差 順位

FCBellator

ESPERANZAFCU-12

平取サッカークラブU-12

Sボーイズ

順位得点 失点 得失点差
足寄サッカースポーツ

少年団
羽幌FCJr.6年生 勝点

《U-１２の部・６ブロック》

厚別北サッカースポー
ツ少年団

せたなジュニアFC

せたなジュニアFC

厚別北サッカースポーツ少年団

足寄サッカースポーツ少年団

羽幌FCJr.6年生

《U-１２の部・７ブロック》

宮の森サッカー少年団 得失点差 順位得点 失点プレイフル函館U12　ブ
ラック

苫小牧泉野サッカーク
ラブ

札幌澄川JFCチームJ 勝点

宮の森サッカー少年団

プレイフル函館U12　ブラック

札幌澄川JFCチームJ

苫小牧泉野サッカークラブ

《U-１２の部・８ブロック》

順位得点 失点 得失点差
浦河サッカースポーツ

少年団
月寒サッカースポーツ少

年団
勝点白石F倶楽部U-12M  SHIKAOIFC

 SHIKAOIFC

白石F倶楽部U-12M

浦河サッカースポーツ少年団

月寒サッカースポーツ少年団



FCベーネU12 勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　（Ｃブロック）

《U-１２の部・９ブロック》

太平FC 東橋サッカークラブ 羽幌FCJr.5年生 得点 失点 得失点差 順位

太平FC

東橋サッカークラブ

FCベーネU12

羽幌FCJr.5年生

順位得点 失点 得失点差
北海道ハイテクACアカデ

ミー
北郷瑞穂サッカースポー

ツ少年団 勝点

《U-１２の部・１０ブロック》

札幌澄川チームF
	紋別ドルフィンズサッカー

スポーツ少年団U12

	紋別ドルフィンズサッカースポーツ
少年団U12

札幌澄川チームF

北海道ハイテクACアカデミー

北郷瑞穂サッカースポーツ少年団

《U-１２の部・１１ブロック》

手稲鉄北サッカースポー
ツ少年団

得失点差 順位得点 失点FC中標津
紋別ドルフィンズサッカー

スポーツ少年団U11
銭函サッカースポーツ少

年団 勝点

手稲鉄北サッカースポーツ少年団

FC中標津

銭函サッカースポーツ少年団

紋別ドルフィンズサッカースポーツ
少年団U11

《U-１２の部・１２ブロック》

順位得点 失点 得失点差白石F倶楽部
新琴似西スーパースター

ズ 勝点プレイフル函館U12グレー
しんとくサッカースポーツ

少年団

しんとくサッカースポーツ少年団

プレイフル函館U12グレー

白石F倶楽部

新琴似西スーパースターズ



米里teamIR

小樽Corsa'rio

稚内ステラマーレ

L・KAJI-MA

北海道大谷室蘭高等学
校女子サッカー部

米里teamIRL・KAJI-MA 小樽Corsa'rio

BadassBuddys

米里teamDesafio

勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　

《レディースの部・１ブロック》

札幌北斗高校女子サッ
カー部

NSRegina 米里teamDesafio 得点 失点 得失点差 順位勝点

札幌北斗高校女子サッカー部

NSRegina

BadassBuddys

《レディースの部・２ブロック》

失点 得失点差 順位稚内ステラマーレ 勝点 得点

北海道大谷室蘭高等学校女子
サッカー部



母ちゃんずプレミア

米里teamArroz

プレイフル函館 ママサル部

TLFC

デンジャラズ・クイーン

プレイフル函館 ママサ
ル部

米里teamArroz

親ドル

東橋サッカークラブ

母ちゃんず 勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　

《少年団母の部・１ブロック》

東橋サッカークラブ 親ドル KKSSプレミアムローズ 得点 失点 得失点差 順位勝点

《少年団母の部・２ブロック》

デンジャラズ・クイーン TLFC 得失点差 順位勝点 得点 失点母ちゃんずプレミア

母ちゃんず

KKSSプレミアムローズ



得点 失点 得失点差 順位

滝川ジュニアFC

名寄ＳＣ

帯広第四・第五中学校サッカー部Ｂ

上野幌・平岡中央中学校サッカー部

《U-１５の部・４ブロック》

苫小牧ELSOLE-FCU-15

帯広第四・第五中学校
サッカー部Ｂ

名寄ＳＣ
苫小牧ELSOLE-FCU-

15
上野幌・平岡中央中学

校サッカー部

平取サッカークラブU-15

枝幸中学校

千歳市立千歳中学校サッカー部

プレイフル函館U15

《U-１５の部・３ブロック》

プレイフル函館U15 得失点差 順位失点
千歳市立千歳中学校

サッカー部
枝幸中学校

平取サッカークラブU-
15 勝点

帯広第四・第五中学校サッカー部Ａ

岩見沢東FCU-15

帯広第四・第五中学校
サッカー部Ａ

岩見沢東FCU-15 勝点

《U-１５の部・２ブロック》

プレイフル函館U13 FCベッカウス西札幌

FCベッカウス西札幌

プレイフル函館U13

祝梅パンチキッカーズ

ESPERANZAFCU-15

ShikaoiFC

CORAZONFC

祝梅パンチキッカーズ 勝点

２月１１日（土）

予選リーグ　

《U-１５の部・１ブロック》

CORAZONFC ShikaoiFC ESPERANZAFCU-15 得点 失点 得失点差 順位

得点

勝点 得点 失点 得失点差滝川ジュニアFC 順位



得失点差 順位

月寒SSB

《ミックスの部・Ｃブロック》

月寒SSB アミーチピアセボリー

蹴球YALLOW

得点 失点

ペレーダ

カズセルベッサ

Ffamily

151A

《ミックスの部・Ｂブロック》

蹴球YALLOW 勝点 得点 失点 得失点差 順位

EGOIST

カズセルベッサ ペレーダ

EGOIST 勝点 得点 失点 得失点差 順位

勝点

FC.milo

OKS

AVANZARE

アミーチピアセボリー

AVANZARE OKS FC.milo

151A Ffamily

BeBeDor.

ガイアール

祈

MITAFC

BeBeDor.

２月１１日（土）

《ミックスの部・Ａブロック》

MITAFC 祈 ガイアール


