
《U-６の部・３ブロック》　※変則リーグ

Rugartkids

FIBRAFCU-6

岩見沢中央サッカーキッズ

リベルタU-6

北野しらかばサッカークラブA年
中グループ

澄川JFCSTEP

得点 失点 得失点差 順位

AreareaFC

《U-６の部・２ブロック》　※変則リーグ

AreareaFC 澄川JFCSTEP
北野しらかばサッカー
クラブA年中グループ

リベルタU-6
岩見沢中央サッカー

キッズ
FIBRAFCU-6 Rugartkids

メイプルキッズ

勝点

NAEBO.FC

さわらびサッカークラブ

AsahoFCWest

北野しらかばサッカークラブC年
長グループ

リベルタU-6B

得点 失点 得失点差 順位

URESPA.FC

URESPA.FC リベルタU-6B
北野しらかばサッカー
クラブC年長グループ

AsahoFCWest さわらびサッカークラブ NAEBO.FC メイプルキッズ 勝点

白石中央キッズ

-TeamK3-

EGZASKidsOTARU

リベルタU-6A

北野しらかばサッカークラブB年
長グループ

AsahoFCEast

星の子サッカークラブ

白石中央キッズ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

２月１２日（日）

リーグ　表

《U-６の部・１ブロック》　※変則リーグ

星の子サッカークラブ AsahoFCEast
北野しらかばサッカー
クラブB年長グループ

リベルタU-6A EGZASKidsOTARU -TeamK3-



２月１２日（日）

せたなジュニアFC 勝点

予選リーグ　（Ａブロック）

《U-８の部・１ブロック》

豊園サッカースポーツ
少年団

リベルタU-8J AsahoFCU8 得点 失点 得失点差 順位

豊園サッカースポーツ少年団

リベルタU-8J

せたなジュニアFC

AsahoFCU8

順位得点 失点 得失点差リベルタグリーン 東橋サッカークラブ 勝点

《U-８の部・２ブロック》

羽幌FCJr.1・2年生 リベルタU-8E

リベルタU-8E

羽幌FCJr.1・2年生

リベルタグリーン

東橋サッカークラブ

《U-８の部・３ブロック》

三笠FC 得失点差 順位得点 失点月寒サッカースポーツ
少年団

北海道ハイテクACアカ
デミー

リベルタU-8G 勝点

三笠FC

月寒サッカースポーツ少年団

リベルタU-8G

北海道ハイテクACアカデミー

《U-８の部・４ブロック》

順位得点 失点 得失点差

プレイフル函館U7

リベルタU-8Ｄ 白石F倶楽部U-8S 勝点プレイフル函館U7 NAEBO.FC

NAEBO.FC

リベルタU-8Ｄ

白石F倶楽部U-8S

予選リーグ　（Ｂブロック）



高台イレブンサッカー少
年団 勝点

２月１２日（日）

予選リーグ　（Ｃブロック）

《U-８の部・５ブロック》

白石F倶楽部U-8R 枝幸サッカー少年団 リベルタU‐8B 得点 失点 得失点差 順位

白石F倶楽部U-8R

枝幸サッカー少年団

高台イレブンサッカー少年団

リベルタU‐8B

順位得点 失点 得失点差
福住サッカースポーツ

少年団
B.N.F.C 勝点

《U-８の部・６ブロック》

リベルタレッド リベルタU-8I

リベルタU-8I

リベルタレッド

福住サッカースポーツ少年団

B.N.F.C

《U-８の部・７ブロック》

米里teamOcho 得失点差 順位得点 失点プレイフル函館U8 リベルタU-8H 澄川JFC∞ 勝点

米里teamOcho

プレイフル函館U8

澄川JFC∞

リベルタU-8H

《U-８の部・８ブロック》

順位得点 失点 得失点差

リベルタU-8K

SORRISO リベルタU-8L 勝点リベルタU-8K 滝川明苑JFC

滝川明苑JFC

SORRISO

リベルタU-8L

予選リーグ　（Ｄブロック）



クリアールサッカースクール 勝点

２月１２日（日）

予選リーグ　（Ｅブロック）

《U-８の部・９ブロック》

リベルタU-8A リベルタU-8C
大谷地サッカースポーツ

少年団 得点 失点 得失点差 順位

リベルタU-8A

リベルタU-8C

クリアールサッカースクール

大谷地サッカースポーツ少年団

《U-８の部・１０ブロック》

リベルタU-8F 新琴似西スーパースターズ 順位得点 失点 得失点差

リベルタU-8F

北園・美香保ユナイテッド 岩見沢東フットボールクラブ 勝点

新琴似西スーパースターズ

岩見沢東フットボールクラブ

北園・美香保ユナイテッド



もんた

月寒少年団OB・OG

ヒルメンデス TAG

TAG

ヒルメンデス

順位得点 失点 得失点差もんた 月寒少年団OB・OG 勝点

室工大OB

《一般の部・４ブロック》

baron

FCファランクス

アレストFC

《一般の部・３ブロック》

FCファランクス 得失点差 順位得点 失点アレストFC 室工大OB baron 勝点

KFC（室蘭）

ティキ・タカと

紋別高校OBチームA

KFC（室蘭） ティキ・タカと 勝点

《一般の部・２ブロック》

紋別高校OBチームA 新得役場サッカー部

新得役場サッカー部

順位得点 失点 得失点差

FOS千歳

チームアキよし

FCLIBELUST

札幌厚別高校サッカー部

FOS千歳 勝点

２月１２日（日）

予選リーグ　（Ａブロック）

《一般の部・１ブロック》

札幌厚別高校サッカー部 FCLIBELUST チームアキよし 得点 失点 得失点差 順位



旭川的道楽蹴団

FCTiger

MustacheFC 帯畜大ＯＢ

帯畜大ＯＢ

MustacheFC

順位得点 失点 得失点差旭川的道楽蹴団 FCTiger 勝点

MFC

《一般の部・８ブロック》

月形FC

ラッキーピエロJr

様似サッカークラブ

《一般の部・７ブロック》

ラッキーピエロJr 得失点差 順位得点 失点様似サッカークラブ MFC 月形FC 勝点

KFC(旭川)

TC

ressaca

KFC(旭川) TC 勝点

《一般の部・６ブロック》

ressaca
イーストデイリー・ユナ

イテッド

イーストデイリー・ユナイテッド

順位得点 失点 得失点差

FC.Estlleiya

エクレール・ブルー

F.C.B

紋別高校OBチームB

FC.Estlleiya 勝点

２月１２日（日）

予選リーグ　（Ｂブロック）

《一般の部・５ブロック》

紋別高校OBチームB F.C.B エクレール・ブルー 得点 失点 得失点差 順位



遥南

蹴りとも４０

DoconJack40 須藤活動レジェンド蹴りとも４０ 遥南

《シニアOVER４０の部・４ブロック》

北海道大学教職員
フットサル同好会

勝点 得点 失点 得失点差 順位

プレイフル函館 U40

H.KUnited

FCオールジャパン

イーグルス

順位プレイフル函館 U40 H.KUnited

《シニアOVER４０の部・２ブロック》

イーグルス FCオールジャパン 真栄OFC 勝点 得点 失点 得失点差

XESPO

新緑ＦＣ

FCTSUBOTAKE

札幌REVESHUASFC

XESPO 勝点

２月１２日（日）

予選リーグ　（Ａブロック）

《シニアOVER４０の部・１ブロック》

札幌REVESHUASFC FCTSUBOTAKE 新緑ＦＣ 得点 失点 得失点差 順位

《シニアOVER４０の部・３ブロック》

真栄OFC

予選リーグ　（Ｂブロック）

勝点 得点 失点 得失点差 順位

F.C.C

F.C.C 苗穂デルボラーチョス 丑年会 そば良 C-BLASTMJ

苗穂デルボラーチョス

丑年会

そば良

C-BLASTMJ

DoconJack40

須藤活動レジェンド

北海道大学教職員フットサル
同好会



北海道オッサンドーレ札幌50

DoconJack50W

旭川シニア50FC

FCオールジャパン50

FCTSUBOTAKEO-50

《シニアOVER５０の部・２ブロック》

FCTSUBOTAKEO-50 FCオールジャパン50 旭川シニア50FC DoconJack50W
北海道オッサンドーレ札

幌50
勝点 得点 失点 得失点差 順位

DoconJack50R

アルテ球蹴倶楽部５０

真栄OFC５０

DoconJack50R 勝点 得点 失点 得失点差 順位

FCKアンフィニ

DM50

アルテ球蹴倶楽部５０

２月１２日（日）

予選リーグ　

《シニアOVER５０の部・１ブロック》

DM50 FCKアンフィニ 真栄OFC５０



道央ｼﾆｱ60選抜

オッサンドーレ札幌６０

道央ｼﾆｱ60選抜 勝点 得点 失点 得失点差

北海道オッサンドーレ６０

とかち六十雀サッカークラブ

２月１２日（日）

リーグ表　

《シニアOVER６０の部リーグ》

とかち六十雀サッカークラブ 北海道オッサンドーレ６０ オッサンドーレ札幌６０ 順位


