
年 活動カテゴリー

社
よつ葉ＦＣ（北海道農協乳業のサッカー部）の休部に伴い、クラブチーム
の「よつ葉クラブ」として活動開始

社 帯広社会人サッカーリーグ2部　優勝（9勝0敗）
社 天皇杯十勝地区予選ブロック優勝　北海道大会出場
社 全十勝社会人春季サッカー大会　優勝

社 帯広社会人サッカーリーグ1部　3位（5勝2敗）　優勝　池田アムレンシス

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会1回戦敗退
（旭川大雪0-3）

社 天皇杯十勝地区予選ブロック優勝　北海道大会出場
社 全十勝サッカー総合選手権大会　優勝

スクール 小学生を対象にしたサッカースクール「よつ葉」をグリーンパークで開始

社 帯広フットボールクラブ・よつ葉に名称変更

社 帯広社会人サッカーリーグ1部　2位（5勝2分）　優勝　帯広市役所

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会1回戦敗退
（日石室蘭1-2）

社 帯広社会人サッカーリーグ1部　優勝（7勝0敗）

社 全道地区リーグ決勝大会　準優勝（優勝　札幌第一クラブ　1-2）

社 天皇杯十勝地区予選優勝　北海道大会出場
社 全十勝社会人フットサル選手権大会優勝
社 帯広社会人サッカーリーグ1部　2位（6勝1分）　優勝　池田アムレンシス
社 会長杯全十勝社会人トーナメント優勝

社 帯広社会人サッカーリーグ1部　2位（4勝2分1敗）　優勝　池田アムレンシ
ス社 全道地区リーグ決勝大会　準優勝（優勝　BIG1　0-5）

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会2回戦敗退
（旭川大雪2-4）

社
トヨタチャレンジカップ出場を前提に「よつ葉」を外して「帯広フットボール
クラブ」に名称を変更

社 帯広社会人サッカーリーグ1部　優勝（6勝1敗）
社 全道地区リーグ決勝大会　準優勝（優勝　駒沢ＯＢ　1-2）

社
全国クラブチーム選手権大会　道東大会優勝　北海道大会準優勝（優勝
室蘭蹴球クラブ1-1ＰＫ）

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会1回戦敗退
（北海道電力1-8）

社 全道フットサル選手権十勝地区予選ブロック優勝　北海道大会出場

社 帯広社会人サッカーリーグ1部　優勝（6勝1分）
社 全道地区リーグ決勝大会　優勝（北海道リーグ2部参入決定）

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会2回戦敗退
（北海道電力0-8）

社 知事杯北海道サッカー選手権大会十勝地区予選優勝

社
トヨタチャレンジカップ全国クラブチーム選手権大会　道東大会優勝　北
海道大会優勝

社
トヨタチャレンジカップ全国クラブチーム選手権大会　1回戦　山雅シニア
3-1　2回戦0-5　津田サッカークラブ

社 北海道サッカーリーグ2部　優勝（7勝0敗）　北海道リーグ1部参入決定

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会準決勝敗退
（札幌蹴球団1-3）

社 北海道リーグカップ　1回戦　11-2旭川大雪　2回戦0-7　北海道電力

社
知事杯北海道サッカー選手権大会十勝地区予選優勝　　1回戦　0-9北
海道電力

社
トヨタチャレンジカップ全国クラブチーム選手権大会　道東大会優勝　北
海道大会優勝

社
トヨタチャレンジカップ全国クラブチーム選手権大会　予選リーグ　昭和ク
ラブ2-2　グローリーズ福島　　準決勝広島県工クラブ　決勝　2-1春日井
クラブ　Ｊヴィレッジ

1992年度
平成4年

社会人
Ｊｒサッカースクール

1996年度
平成8年

社会人
Ｊｒサッカースクール

1993年度
平成5年

社会人
Ｊｒサッカースクール

社会人
1989年度
平成元年

1990年度
平成2年

社会人
Ｊｒサッカースクール

1991年度
平成3年

社会人
Ｊｒサッカースクール

1994年度
平成6年

社会人
Ｊｒサッカースクール

社会人
Ｊｒサッカースクール

1995年度
平成7年

1997年度
平成9年

社会人
Ｊｒサッカースクール

帯広フットボールクラブ　チーム戦績など

内容
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帯広フットボールクラブ　チーム戦績など

内容

社 北海道サッカーリーグ1部　4位（2勝3敗2分）

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会2回戦敗退
（北海道電力2-4）

社 北海道リーグカップ　1回戦　3-2旭川大雪　2回戦1-3　アンフィニ札幌

社
知事杯北海道サッカー選手権大会十勝地区予選優勝　　1回戦　1-2教
育大岩見沢

社 北海道サッカーリーグ1部　3位（5勝4敗1分）

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会準決勝敗退
（北海道電力1-4）

社
北海道リーグカップ　1回戦　4-1千歳ボンバーズ　2回戦7-0　ＪＳＷ室蘭
準決勝4-5札幌蹴球団

社 知事杯北海道サッカー選手権大会十勝地区予選優勝

JY 中学年代の「ジュニアユース」を日本サッカー協会に登録し活動を開始

社 北海道サッカーリーグ1部　3位（4勝6敗）

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会優勝（北海
道電　両チーム）

社
北海道リーグカップ　1回戦　9-1函館マツダ　2回戦15-0　札大ＯＢ　　準
決勝2-3札幌蹴球団

社
知事杯北海道サッカー選手権大会十勝地区予選優勝　1回戦　2-6　専
修短大

Jユース ジュニアユース　全十勝フットサル大会1年生の部　優勝
社 北海道サッカーリーグ1部　5位（3勝6敗1分け）

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選優勝　北海道大会優勝（2-0北
海道電力）

社 全国社会人サッカー選手権大会　高知県　1回戦　1-3　マインドハウス

Jユース
ジュニアユース　全道中学生新人サッカー大会十勝地区予選優勝　北海
道大会出場

社 北海道サッカーリーグ1部　5位（3勝6敗1分け）

社
北海道サッカーリーグ入れ替え戦の結果（トヨタ自動車北海道1-3　えり
善真木4-4　PK1-3）降格が決定

社
知事杯北海道サッカー選手権大会十勝地区予選優勝　1回戦　7-3　北
海学園北見　２回戦　0-1専修短大

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選準優勝　北海道大会準決勝敗
退（0-2北海道電力）

ユース ユース（高校）チームの活動開始

Jユース
ジュニアユース　北海道クラブユースサッカー選手権　２回戦敗退（0-3
プリマベーラ函館）

Jユース
ジュニアユース　ナイキプレミアカップ全道中学生新人サッカー大会十勝
地区予選優勝　北海道大会２回戦敗退（1-1　PKﾕﾆｵﾝJY）

社 道東サッカーリーグ　３位（6勝3敗1分）優勝　Ｒシュペルブ釧路

社
全国社会人サッカー選手権十勝地区予選準優勝　北海道大会1回戦敗
退（1-2千歳ボンバーズ）

社
全国クラブチーム選手権大会十勝地区予選優勝　道東大会決勝戦敗退
（0-2　COSMIC）

Ｊユース ジュニアユース　高円宮杯全日本ユースU-15十勝地区予選優勝

Ｊユース
ジュニアユース　ナイキプレミアカップ全道中学生新人サッカー大会十勝
地区予選優勝　北海道大会２回戦敗退（0-5　ＳＳＳ）

Ｊユース
ジュニアユース　全日本ユースU-15フットサル十勝地区予選優勝　北海
道大会ベスト8で敗退（1-3七飯中学校）

ユース ユース　全道ユース高校新人サッカー大会　2回戦敗退（0-1　柏葉高）

ユース ユース　Ｊユースカップ北海道予選　予選リーグ敗退

1999年度
平成10年

社会人
Ｊｒサッカースクール

ジュニアユース

2000年度
平成11年

社会人
Ｊｒサッカースクール

ジュニアユース

1998年度
平成9年

社会人
Ｊｒサッカースクール

社会人
Ｊｒサッカースクール

ジュニアユース

2001年度
平成12年

2002年度
平成13年

社会人
Ｊｒサッカースクール

ジュニアユース
ユース

2003年度
平成14年

社会人
Ｊｒサッカースクール

ジュニアユース
ユース
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帯広フットボールクラブ　チーム戦績など

内容

社
道東サッカーリーグ　2位（6勝2敗2分）　　道東ブロックリーグ入れ替え戦
に敗れて帯広社会人サッカーリーグに降格

Ｊユース ジュニアユース　全国クラブ選手権道央大会優勝　北海道大会3位

Ｊユース
ジュニアユース　高円宮杯全日本ユースU-15　十勝地区予選優勝　道東
ブロック優勝　北海道大会3位（4-2札幌ジュニア　1-0石狩ＦＣ　9-0旭川
広陵中　準決勝2-3コンサドーレ札幌U-15）

Ｊユース
ジュニアユース　ナイキプレミアカップ全道中学生新人サッカー大会十勝
地区予選優勝　北海道大会予選リーグ敗退（5-2　千歳富丘中　7-2小樽
ジュニアユース　1-1札幌ジュニア）

ユース ユース　プリンスリーグ道東・道北　7位（1勝5敗1分）

ユース ユース　北海道クラブユースサッカー選手権U-18　予選リーグ2位

平成15年 法人化 4月設立総会　7月ＮＰＯ法人認証　8月1日登記完了

社
社会人　帯広社会人リーグ　7位（1勝6敗）　社会人チームは今季で活動
を一時休止。

Ｊユース
ジュニアユース　全国クラブユースサッカー選手権北海道大会　4位　　2
回戦　3-1　苫小牧レジスタ　　3回戦　5-4　ＬＩＶ　ＦＣ　　準決勝　2-2PK1-
3　アンフィニMAKI FC　3位決定戦　1-8　ＳＳＳ

Ｊユース
高円宮杯全日本ユースU-15　十勝地区予選　優勝　　道東ブロック　優
勝　　北海道大会（小樽）　予選リーグ敗退　7-2岩見沢明成中　　2-0 ＦＣ
ＣＡＲＲＯＴ　1-5　スプレットイーグル函館

Ｊユース
ＮＩＫＥプレミアカップ全道中学生新人大会　十勝地区予選優勝　北海道
大会（浜厚真）3位　予選リーグ　1-1　旭川緑ヶ丘中　8-0釧路景雲中
1-0　札幌手稲中　　準決勝　2-2　PK3-4札幌清田中

Ｊユース
ジュニアユース　全道フットサル選手権U-14十勝地区予選優勝　北海道
大会3位　予選リーグ　2-1TFCジュントス　　5-1名寄ＳＣ　　10-0別海中
央中　決勝トーナメント1回戦　3-0ＴＦＣジュントス　準決勝　3-4スプレット

ユース 社会人チームと一緒に活動。シーズン終了をもってチームの活動を休

Ｊユース
全国クラブユースサッカー選手権U-15北海道大会　　1回戦　6-1　札幌
ウェスト　　2回戦　5-1　室蘭ＳＣ　　準々決勝　0-7コンサドーレ札幌U-15
6位決定戦　2-6札幌ジュニア

Ｊユース

高円宮杯全日本ユースU-15　十勝地区予選　優勝　　道東ブロック　優
勝　　北海道大会（旭川・札幌）　予選リーグ　5-0ユニオンＪＹ　　4-2ＴＦＣ
ジュントス　　7-1　北斗市立浜分中　準決勝　1-0コンサドーレ札幌U-15
決勝1-6ＳＳＳ　準優勝で全国大会出場を決めました。

Ｊユース
高円宮杯全日本ユースサッカー選手権大会　予選リーグ（大阪）　1-7ガ
ンバ大阪ジュニアユース　1-3FC CEDAC　1-4ＦＣ東京U-15むさし

Ｊｒ ジュニアチーム（U-12）の活動を開始しました。

Ｊユース
全国クラブユースサッカー選手権U-15北海道大会　　1回戦　2-1　あつ
まスポーツクラブ　　2回戦　0-4　ＳＳＳ

Ｊユース
高円宮杯全日本ユースU-15十勝地区予選　準優勝（優勝　浦幌中）　北
海道大会3位（函館・札幌）　1回戦　2-1　桔梗中　　2回戦　7-1ＴＦＣジュ
ントス　　3回戦　1-0スプレットイーグル函館　　準決勝　2-3ＳＳＳ

Ｊユース
全国クラブユースサッカー大会北海道予選　2回戦敗退（3-4スプレッド
イーグル函館）

Ｊユース 高円宮杯全日本ユース十勝地区予選　準決勝敗退（1-1　PK緑園中学

Ｊユース
NIKEプレミアカップ十勝地区予選準優勝　北海道大会　2回戦敗退（0-2
札幌常盤中）

Ｊｒ Ｊｒチーム　フクハラ杯スプリングフェスタ優勝

Ｊｒ
バーモントカップ全日本少年フットサル大会十勝地区予選ブロック優勝
北海道大会（釧路）決勝トーナメント1回戦敗退（1-6　ＴユニティFC）

Ｊユース
全日本ユース（U-15）フットサル大会十勝地区予選優勝　北海道大会（小
樽）決勝トーナメント1回戦敗退（4-4　PK2-4　アンフィニMAKI FC）

2006年度
平成17年

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム

2004年度
平成15年

社会人
Ｊｒサッカースクール

ジュニアユース
ユース

2007年度
平成18年

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム

2008年度
平成19年

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム

2005年度
平成16年

社会人
Ｊｒサッカースクール

ジュニアユース
ユース
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帯広フットボールクラブ　チーム戦績など

内容

Ｊユース 全国クラブユースサッカー大会Ｕ－１５北海道予選　2回戦敗退
Ｊユース 北海道カブスU-13リーグ　5位（1勝4敗）
Ｊユース 道東ブロックカブスリーグU-15　3位（4勝2敗1分）
Ｊユース 道東ブロックカブスリーグU-14　2位（5勝1敗1分）
Ｊユース 高円宮杯全日本ユースU-15道東大会　準決勝敗退（0-7　北見小泉中学

Ｊユース
全道フットサル選手権大会U-14十勝地区予選　準優勝（決勝2-3　帯北
アンビシャス）　北海道大会予選リーグ敗退

Ｊｒ
U-10　8人制北北海道大会大会　決勝トーナメント1回戦敗退（0-1　東川
サッカー少年団）

Ｊｒ
道新スポーツ杯全道少年団大会十勝地区予選ブロック優勝　北海道大
会予選リーグ敗退（1分2敗）

Ｊユース 全国クラブユースサッカー大会Ｕ－１５北海道予選　5回戦敗退(札幌Jr0-
Ｊユース 道東ブロックカブスリーグU-15　優勝（6勝1分）
Ｊユース 道東ブロックカブスリーグU-14　優勝（7勝0敗）

Ｊユース
高円宮杯全日本ユースU-15北海道大会　3回戦敗退（1回戦　0-0PK6-5
尾札部・銭亀中　　2回戦2-2 PK5-4スプレットイーグル函館　3回戦0-3ク
ラブフィールズ）

Ｊユース
全道フットサル選手権大会U-14　優勝（決勝3-1　広尾中）　北海道大会
2/12-13　札幌 予選リーグ敗退

Ｊｒ U-11　フクハラ杯サマーフェスタ　優勝（決勝　4-1　明和広陽）
Ｊｒ トラック協会杯全道新人サッカー大会十勝地区予選　1位リーグ2位敗退

Ｊユース
全国クラブユースサッカー選手権Ｕ-15北海道予選３回戦敗退（1-5プロ
グレッソ十勝）

Ｊユース
北海道カブスリーグ２部　５位（３勝１０敗）入替決定戦（1-2泊ＳＣ）来年度
は道東ブロックカブスへ降格

Ｊユース
全日本ユース（U-15）フットサル大会十勝地区予選　決勝トーナメント２回
戦敗退

Ｊユース 全道フットサルＵ-14十勝地区予選　準決勝敗退
Jr 全日本少年サッカー大会道東ブロック大会敗退
Jr 道新杯・北電カップ北海道大会　予選リーグ敗退
Jr 池田町ワインカップ　準優勝（0-3　プログレッソ十勝）
Jr 全日本少年フットサル大会道東ブロック大会予選リーグ敗退

Jユース
全国クラブユースサッカー選手権Ｕ-15北海道予選１回戦敗退（1-1 PK3-
4）ベアフット北海道）

Jユース 道東ブッロックカブスU-15　5位（5勝2分7敗）
Jユース 高円宮杯全日本ユースU-15道東大会　1回戦敗退（1-1PK2-4）根室柏陵
Jユース 全日本ユース（U-15）フットサル十勝地区予選　予選リーグ敗退
Jユース 全道フットサルＵ-14十勝地区予選　決勝トーナメント1回戦敗退

Jr 全日本少年サッカー大会十勝地区予選　予選リーグ敗退
Jr 道新杯・北電カップ十勝地区予選　予選リーグ敗退
Ｊｒ U-11　フクハラ杯サマーフェスタ　予選リーグ敗退
Ｊｒ トラック協会杯全道新人サッカー大会十勝地区予選　予選リーグ敗退
Ｊｒ 全日本少年フットサル大会十勝地区予選2次ラウンド敗退
Ｊｒ 全道フットサルU-12十勝地区予選敗退

Jユース
全国クラブユースサッカー選手権Ｕ-15北海道予選１回戦敗退（0-5）ジェ
ネラル室蘭

Jユース
道東ブッロックカブスU-15　7位（4勝1分9敗）入替戦で敗退し次年度は十
勝地区カブス1部

Jユース 高円宮杯全日本ユースU-15道東大会　2回戦敗退（0-2）下音中
Jユース 全日本ユース（U-15）フットサル十勝地区予選　決勝トーナメント1回戦敗
Jユース 全道フットサルＵ-14十勝地区予選　優勝（4-2）札内東中
Jユース 全道フットサルＵ-14北海道大会　予選リーグ敗退（1勝1敗）

Jr 全日本少年サッカー大会十勝地区予選　決勝リーグ敗退（1分1敗）
Jr 道新スポーツ杯全道少年団大会十勝地区予選　予選リーグ敗退
Ｊｒ U-11　フクハラ杯サマーフェスタ　予選リーグ敗退
Ｊｒ JA全農杯ちびりんピック十勝地区予選　予選リーグ3位敗退
Ｊｒ 全日本少年フットサル大会十勝地区予選リーグ敗退
Ｊｒ 全道フットサルU-12十勝地区予選リーグ敗退

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム
ファンスポーツ教室

2011年度
平成23年

2010年度
平成22年

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム

2009年度
平成21年

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム
ファンスポーツ教室
フットサル練習会
カーリング教室

2012年度
平成24年

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム
ファンスポーツ教室
フットサル練習会
カーリング教室

2013年度
平成25年



年 活動カテゴリー

帯広フットボールクラブ　チーム戦績など

内容

Jユース
全国クラブユースサッカー選手権Ｕ-15北海道予選2回戦敗退（0-4）FC
フォルテ

Jユース 十勝地区カブスU-15　1部　優勝（8勝2敗）道東ブロックカブス入替戦へ
Jユース 道東ブロックカブス入替リーグ戦　優勝　次年度は道東ブロックカブス

Jユース
第1回カブスリーグ決勝大会兼高円宮杯地区代表決定戦　優勝（4-
4PK4-2）北見東陵中学校

Jユース 高円宮杯U-15北海道大会1回戦敗退（0-3）札幌ジュニア
Jユース 全日本ユース（U-15）フットサル十勝地区予選準優勝（1-3）帯北アンビ

全日本ユース（U-15）フットサル道東ブロック大会グループ2位で敗退
Jユース 全道フットサルＵ-14十勝地区予選　決勝トーナメント2回戦敗退

Jr 全日本少年サッカー大会十勝地区予選　決勝トーナメント準決勝敗退
Jr 道新スポーツ杯全道少年団大会十勝地区予選　決勝トーナメント準決勝
Ｊｒ U-11　フクハラ杯サマーフェスタ　Aブロック優勝（1-0）札幌ジュニア

Ｊｒ
JA全農杯ちびりんピック十勝地区予選　優勝
　北海道大会　予選リーグ2位敗退

Ｊｒ 全日本少年フットサル大会十勝地区予選決勝トーナメント1回戦敗退
Ｊｒ 全道フットサルU-12十勝地区予選リーグ敗退

Ｊｒサッカースクール
ジュニアユース

Ｊｒチーム
フットサル練習会
カーリング練習会

2014年度
平成26年度


