株式会社 コンサドーレ
公益財団法人 北海道サッカー協会

代表取締役社長 ＣＥＯ

野々村 芳和

吉田 一彦

会 長

公益財団法人 北海道サッカー協会

石井 肇

専務理事

（一社）札幌地区サッカー協会
会 長

http://www.sfa-net.jp

http://www.consadole-sapporo.jp/

今枝 映人

専務理事

http://www.sfa-net.jp

旭川地区サッカー協会
会

太田 英司
山岸 健人

長

理事長

会

長

理事長

前田 和男
柴田 靖士

長

理事長

榊原 尚行
中田 孝一

http://www.aafa.jp/

長

青山 隆之

副会長

安倍 明政

阿部 清二

前田 孝一

結城 幹也

理事長

八島 隆志

児童発達支援・放課後等デイサービス

のため・ぺっぷ
管理者

石巻 梨香

札幌市西区西町南 8 丁目 2 番 21 号ロイヤルビル 2F

TEL011-671-3100 FAX011-624-5616
http://www.notame.jp/

名鉄観光サービス株式会社
札 幌 支 店

副支店長

田端 基芳

〒060-0003 札幌市中央区北３条西３丁目(NREG 北三条ビル１Ｆ)

札幌大学サッカー部
〒062-8520 札幌市豊平区西岡 3 条 7 丁目 3-1
サークル会館 327

総合ジュニアスポーツクラブ

ｎｏｔａｍｅ Ｄo ｓｐｏｒｔｓ
〒063-0062
札幌市西区西町南 8 丁目 2-21 ロイヤルビル新館 3F

TEL011-676-8322 FAX011-624-5616
https://www.notamedo.com/

(株)のため 代表

石巻 梨香

スポーツハウス

札幌スポーツ館本店

Tel(011) 241-4986(代)／Fax(011) 241-0154

ＵＲＬ http://www.sportshouse.info

E-mail:motoyoshi.tabata@mwt.co.j p

札幌市中央区南３条西３丁目 TEL (011) 222-5151

【営業案内 月～金 9：00～18：00 土・日・祝 休業】

長谷川 進
安藤 亮一

長

理事長

会

小松 開

札幌大学サッカー部ＯＢ

〒062-0041 札幌市豊平区福住 1 条 1 丁目 6-18
TEL（011）855-7443 FAX（011）855-1864
携帯電話 090-3116-6375
工
場 札幌市清田区有明 8 番地

佐藤 晴一

JENNIC 札 幌

ジェニック旭 川

http://www.jennic.jp
〒060-0032
札幌市中央区北２条東３丁目２－９ 天坂ビル１Ｆ
TEL ０１１－２５１－５１５２

-スポーツで未来を創造する-

株式会社スポトレンド

中川
船田
小橋

長

理 事 長

昌憲
清
薫

http://mfa.main.jp

事務局長
http://www.hokkaidocfa.com/

道北地区サッカー協会

日本のてっぺんを熱くする
宗谷地区サッカー協会

栗原 智博
奥村 英俊

長

理事長

会

山内 秀樹
本山 哲司

長

理事長

[事務局]TEL090-8635-7341

HP http://soyaareafootballassociation.jp/

札幌グラシア
監督

大内 徳晋

http://www.jennic.jp
〒070-0033
旭川市３条通１０丁目５４９番地１

特定非営利活動法人 札幌ＮＦＣ

岡田

理事長

―不動産管理―

株式会社アークネット
代表取締役

石黒 真司

〒065-0030 札幌市東区北 30 条東 1 丁目 5-1 石黒ビル１Ｆ
TEL：011-733-7510
FAX：011-733-7511

株式会社 エストホーム
代表取締役

尾岸 賢二

裕樹

〒００３-０８３２ 札幌市白石区北郷２条８丁目２番２０号

TEL：011-595-8191

FAX：011-595-7404

株式会社 えぞいち
代表取締役社長

萩野 英明

札幌市豊平区平岸３条７丁目１１－１５ JAM ビル 5 階

ＴＥＬ ０１１－８３３－３３７７

M＆f プランニング 株式会社
代表取締役

羽生田 守彦

〒001-0911 札幌市北区新琴似 11 条 14 丁目 1-23
ＴＥＬ 011-764-8410 ＦＡＸ 011-764-8415
http://www.est-h.co.jp/

〒003-0022 札幌市白石区南郷通１８丁目南６－２３
TEL011-867-9041 FAX011-867-9042

株式会社四季彩企画

お客様の経営のサポートやコスト削減をご提案

有限会社コマツ
取締役

会

知的障がい者・児 サッカークラブチーム

北海道社会人サッカー連盟
会

会

オホーツク地区サッカー協会
会

千歳地区サッカー協会

室蘭地区サッカー協会

小樽地区サッカー協会

（一社）札幌地区サッカー協会

滑川 敏明

http://mfplan.co.jp/

ＩＣＴワンストップソリューションカンパニー

佐々木 雄二郎

株式会社シャープドキュメント 21 ヨシダ

釧路市栄町 2-15 サンプラザビル１階
ＴＥＬ(0154)25-3900 ＦＡＸ(0154)25-3920

札幌支店 札幌市北区北１４条３丁目２ 寿ビル１階
TEL０１１－７５７－５５２１（代）

― 総合型地域スポーツクラブ ―
特定非営利活動法人ＳＳＳスポーツクラブ
サッカー・フットサル
フィットネス・バドミントン・ピンポンも！

SSS 札幌サッカースクール

スタッフ一同

詳しくは…http://sss₋sports.org/npo

ＴＥＬ（011）747-1155
ＦＡＸ（011）747-1156

24 時間サッカーとフットサルを愛する人へ!!

ブラジル用品セレクトショップ

オリジナル商品作成・販売

foot-fut-24.com

プレミオブラジル

コラボレーション商品販売

TEL ０１６６－２７－３１７６

お買い物は⇒「フット

24」で検索!!

本場ブラジルのガラナ好評販売中！

「 価 値 組® 」

お求めは「プレミオブラジル」で検索！

http://foot-fut-24.com/kachigumi/
※順不同とさせていただきます。

木材株式会社

株式会社 ナンシンデザイン

石黒 哲也

代表取締役

康

代表取締役
会
長

〒065-0030 札幌市東区北 30 条東 1 丁目 5 番 1 号石黒ビル 1 階

TEL (011) 733-7500

FAX (011) 733-7511

E-mail：info@nanshindesign.com
http:// nanshindesign.com

本 社/札幌市手稲区星置南 1 丁目 1 番 15 号
TEL(011)683-2441(代)

FAX(011)683-2586

ヨコハマ弾性舗装システム株式会社

倉口 茂則

専務取締役
支店長

〈北海道支店〉札幌市厚別区厚別南７丁目１-２４

営業所/余市郡赤井川村字赤井川 405 番地
工 場/TEL(0135)34-6011(代) FAX(0135)34-6675

TEL011-398-3595 FAX011-398-3596
〈本社〉東京都港区高輪 2－15－15

建設機械・除雪機械の販売・修理サービス

-タクシーのご利用はハロータクシーへ-

-トータルカーライフサポート-

北海道川崎建機株式会社

日北交通株式会社

日北自動車工業株式会社

代表取締役社長

丹野 司

代表取締役

丹野 司

〒061-1271 北広島市大曲中央１丁目 2-2
TEL（011）376-2575・ＦＡＸ（011）377-7810
ＵＲＬ http://www.hkwj.co.jp/

〒004-0811 札幌市清田区美しが丘 1 条 3 丁目 1‐1
24 時間配車センターTEL 011-888-8686
http://www.hello-taxi.co.jp/

北海道物流株式会社

秋津道路株式会社

藤山 康平

代表取締役社長

〒061-3244 石狩市新港南２丁目３７１８番地３
TEL（0133）64-3270 FAX（0133）64-0854

各種印刷

有限会社 斎藤印刷
代表取締役

斎藤 達也

〒063-0804 札幌市西区二十四軒４条４丁目 1-31
TEL（011）631-4988 FAX（011）631-4998

株式会社 伊藤建業
代表取締役

伊藤 剛一

〒084-0913 釧路市星が浦南 1-5-12
ＴＥＬ 0154-52-0368 ＦＡＸ 0154-53-2728
http://www.itoken946.co.jp/

株式会社 富士防災システム
代表取締役社長

小野木 完司

フリーダイヤル 0120-119-027
〒007-0865 札幌市東区伏古５条２丁目２‐２２
T E L ： 0 1 1 -7 8 1 - 3 25 5
FA X ：0 1 1 - 7 83 - 9 2 1 3

https://www.f-bosai.com/

札幌市豊平区中の島１条２丁目２-４中の島クロスビル２Ｆ
TEL（011）831-7258 FAX（011）831-7259

代表取締役

和田 敬太

〒063-0032 札幌市西区西野２条２丁目５番７号
TEL：011-661-1551
FAX：011-664-8875

フリーダイヤル

0120-308-551

社会福祉法人 星光福祉会

北の星白石保育園
園長

小泉 まゆみ

〒003-0026 札幌市白石区本通１丁目南２－３４
TEL (011)862-6383

FAX (011)862-6583

ＷＥＢサイト制作・企画・運営等

株式会社クロスワーク
代表取締役
社
長

佐々木 仁

池 耕太

山口 博輝
〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地 8

TEL (011) 231-9711

泉亭産業 株式会社

〒005-0832 札幌市南区北ノ沢 5 丁目 5-12

TEL(フリーダイヤル) 0120-85-4049

ＴＥＬ ０１３３－２３－２２７７

http://www.e-ecologylife.com/

代表取締役

伊藤 龍平

〒065-0010 札幌市東区北 10 条東 12 丁目 3 番 8 号
ＴＥＬ 0120-31-0294 ＦＡＸ 011-731-0297
http://www.itou-tokoubu.co.jp/

株式会社ＭＩＬＥ ＳＨＡＲＥ
Ｃｏ-ｆｏｕｎｄｅｒ

森田 宣広

札幌市中央区南３条西１丁目１ 南３西１ビル３階

TEL 011-211-0508

株式会社 イーストコーポレーション

山崎 暁

代表取締役

e-mail:postmaster@soubunn.co.jp

北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長

佐々木 康行
平岸ハイヤー株式会社
代表取締役社長

スタッフ一同
〒006-0804 札幌市手稲区新発寒４条４丁目 8-12
ＴＥＬ011-686-2500 ／フリーダイアル：0120-55-4836

丸イ山本商店

翔プランニング

〒064-0917 札幌市中央区南 17 条西 15 丁目 1-1

〒062-0041 札幌市豊平区福住１条１丁目８‐６

ＴＥＬ ０１１－５６１－５７２１

ＴＥＬ ０１１－８５０－９３７０

試験運営ならジェイジェイエスプラス

あなたのための不動産

株式会社ジェイジェイエスプラス

株式会社 FORYOU

〒062-0932 札幌市豊平区平岸２条４丁目５‐１５
TEL：011-831-8115 FAX：011-842-8067

清掃・整理企業

株式会社 ウェストインダストリーズ
代表取締役

https://jjsplus.co.jp/

もちクレープ＆カフェ Bar

る～ちゃん
〒063-0812 札幌市西区琴似２条３丁目１-１０ 共栄ビル２F

TEL：０８０－５７２８－１９６２

不定休

西口 学志

〒007-0890 札幌市東区中沼町 56-15

スタッフ一同
札幌市中央区南２条西３丁目１２－２ ＮＯ３７ トミイビル２Ｆ

ＴＥＬ 0120-65-5585
【受付時間】火～金 12：00～22：00 土・日 12：00～20：00

https://school.dhw.co.jp/school/sapporo/

Graphic ＆ Web Design Office
papa´ｓ design

田中 定文
〒070-8061 旭川市高砂台６丁目１２－１

URLhttps://papasdesign.net/index.html

洋服お直しの雪音堂

フォーユー

〒065-0030 札幌市東区北 30 条東 1 丁目 5-1 石黒ビル 2Ｆ
TEL ：011-788-6840
FAX ：011-788-6841

神代 晃嗣

デジタルハリウッドＳＴＵＤＩＯ札幌

株式会社

道端 圭太

木村 明宏

〒060-0003 札幌市中央区北 3 条西 2 丁目カミヤマビル 3F
TEL（ 011） 200-8611
FAX（ 011） 200-8680

ドコモショップ新発寒店

株式会社

営業時間 12：00～18：00

株式会社 創文
代表取締役

TEL：011-299-2475 ＦＡＸ：050-5846-0885

【営業時間】 １０時～１９時
【駐車場】特大駐車場完備

代表取締役

TEL（0144）34-4573
FAX（0144）34-8878
総合広告代理店

〒007-0885 札幌市東区北丘珠 5 条 4 丁目 4-50
ＴＥＬ 011-299-8042 ＦＡＸ 011-299-8043
http://www.east-corporation.com/

https://mileshare.co.jp/

ＪＪＳＰＬＵＳ Ｉｎｃ．

佐久間 一郎

所長

FAX (011) 272-0093

石狩郡当別町樺戸町５３２−２

株式会社 伊藤塗工部

北光記念クリニック

特 販 部

株式会社 エコロジーライフ

三王建設興産株式会社
取締役

〒004-0811 札幌市清田区美しが丘 1 条 3 丁目 1-10
TEL 011-881-1111 FAX 011-881-7397
http://nippoku.co.jp/

札幌トヨタ自動車株式会社

渡辺 一郎
渡辺 慶人

代表取締役会長
だ
代表取締役社長

丹野 司

代表取締役

札幌市東区北 27 条東 8 丁目 1 番 15 号

社会医療法人社団 カレス サッポロ

代表取締役

井口 優

札幌市中央区南９条西６丁目１番３２号 ヒーズビル４階
TEL ：011-206-7544 ＦＡＸ：011-206-7554

営業時間 09：30－19：00

札幌市中央区南３条西８丁目４－１１ 田代ビル２階

tel: 090-8022-7384
- 家庭料理の店 -

Photographer

石井

田中 愛
〒060-0804

一弘

〒005-0832 札幌市南区北ﾉ沢 4-1-40-208
Tel/Fax 011-572-4869
携帯電話 090-4870-9564
E-mail:ki1941@alto.ocn.ne.jp

いざかや

長 坂

宴 歌

芳 枝

〒064-0804 札幌市中央区南 4 条西 4 丁目松岡ビルＢ1

PHONE 011-231-8009

※順不同とさせていただきます。

