
誰      楽         目指      
FM京都後援  朝日新聞社京都総局 読売新聞京都総局 後援予定 

 8年目 西日本最大 市民     決勝 0   参加 

 第 8回京都             2016 
        全国規模決勝大会     6年 月16日(金  17日 土   月  日 日 
                会場 島津      京都府立体育館 

        
            開催案内 
     

京都         実行委員会
FFC-FUTSAL FUESTA  COMMIITTEE
          事務局
THE MANAGEMENT HOUSE
大橋 昭               

                .futsal@ace.ocn.ne.jp
http://www.ffc-futsal.com

開会式模様

島津     京都(外観 

    上 京都    決勝開会    模様 

 左上        入場     右下 予選 関西学生      CUP
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西日本最大級市民         

第  回京都               2016 大会 実施要項
 決勝大会日程   16年 月  日 土    月  日 日 
                9月16日 金  午後  無料親善交流戦
 決勝会場 島津      京都府立体育館 京都市北区 

         面 収容    人    寸法    ×    
 大会日程 会場   1 年 月  月  日
    会場 京都市(予選  福岡県 沖縄県 他地域  
 種目 AAA                     決勝 
              日本 代表  各地域TOP    予選 位
      A                (決勝 
                        決勝 

       女子                決勝 

        SA女子             SE女子           
              男女混合           決勝 
     Jr                高学年  低学年     
 主催 京都             実行委員会

 競技主管                事務局

 後援 FM京都 朝日新聞社 読売新聞社西日本新聞社 各新聞社  
 大会役員 委員長 福山哲郎参議院議員 副委員長 泉健太衆議院議員

         実行委員長 大橋昭  実行委員 各地域役員

 決勝   数        招待    含  

 競技規則 日本    協会     競技規則

 試合方式  予選    決勝      戦 敗者戦

    試合時間 予選    分     2分           分 本 
           決勝         分   分                          

 今大会 特徴 各地   年目伝統 一戦    注目 浴      

   市民交流 一環   沖縄県後援 那覇市    協会協力 

   沖縄  参加 

      京都産大            

    女優 瑞生 水木 桜子     出演予定 

 表彰 各    優勝 準優勝  位      得点王  表彰       

    上 京都    決勝模様 
 左下 京都府議員団    女子選抜  右下 京都産業大     部
      

運営協力 同志社大 立命館大 九州大学  近畿大学 京都産業大 
         有志 京都産業大       同志社大    
    京都府各    山口県  福岡県 鳥取県 静岡県各  
  協会     TOP    
那覇市    協会 各県    協会     委員会   
 各地域         量販店  
特別協力       愛  京都議員団 福山哲郎参議院議員他
後援 協力 FM京都 !西日本新聞社 PIZZA LITTLE PARTY他
     皆様 
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www.ffc-futsal.com
第  回京都                   大会

     大会 協力  願 =島津     京都 
日本     普及 原点      年目 京都      日本 TOP選手 
地域    関西    東海    中国    北陸       各県 部        

女子 日本 代表      irius  丸岡RUCK        TOP                  
一同 会     名前後 参加  日本最大級 市民            

 1 年目 今期 関西各地     九州 中国 山陰 北陸 東海 関東   初  予選代表 推薦   
 男子 女子 MIX     等  参加    
  様 日本     発展 源流   当大会       沖縄県 初 関東地域 各県 含  市民相互交流

 充実    図       

 将来 担     部門 充実 将来 国際大会開催  布石 担 大会   定期交流大会 開催 行     

全国大会   会場 新装             新設 島津         人収容規模  面 設営  行  

両日大会 華      応援 駆         応援 女優生 水木 桜子   歌      予定 

 前哨戦   同志社大学生 中心     関西一円         通  学生交流 図     

 第 回関西学生           CUP  開催 関西     各県     幅広 参加                                                                                             
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             

                                    大好  女優 
                                    瑞生 水木 桜子

全国大会開会式選手宣誓                                華 応援団 毎日出演    

男子 女子     代表 皆  

那覇市    協会交流試合

 日本選手権2014優勝     irius 
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2016年9/17~9/18 島津      京都府立体育館  kickoff!
   大会記録 第1 17回京都                
    ~2010年度AAA     優勝        関西   

九州福岡会場 模様

(     福岡 

  名勝負  優勝    天竜選抜 関東選抜  
        日本選手権 位  激突

      第 回  回優勝CASCAVEL(東京都          
               *日本選手権優勝実績 引 提  参戦 実力 見  

 歴代     男子 優勝   

  第 回1999年優勝 CASCAVEL(東京都 戦歴 日本選手権優勝
  第 回2000年優勝 CASCAVEL(東京都     日本選手権優勝
  第 回2001年優勝 BOLDON] 奈良県      日本選手権 位
  第 回2002年優勝 SuerteBanff )  愛知県    日本選手権準優勝
  第 回2003年優勝 広島FDO  広島県      日本選手権中国代表
  第 回2004年優勝 SA        山口県  日本選手権中国代表
  第 回2005年優勝    天竜THARA  静岡県  関東選抜
  第 回2006年優勝        静岡県  日本選手権  準優勝
  第 回2007年優勝    DREAM  大阪府  関西   
  第10回2008年優勝 VEEX  KIMURA FC  石川県 北信越   
  第11回2009年優勝          京都府  関西   全日本京都代表
  第12回2010年優勝          京都府  関西   全日本京都代表
　・第13回2011年優勝「カンカンボーイ」（兵庫県）　関西リーグ（元全日本２位）
 　・第14回2012年優勝「チャラオ」（滋賀県）2位「HAMADA　FC]（島根県）
　・第15回2013年優勝奥山蹴球雑技団」（鳥取県）2位「リンドバロッサ]（京都府）
  第16回2014年優勝       滋賀県 2位        ] 大阪府 
  第17回2015年優勝[         大阪府 2位        滋賀県 

2005 6年連覇 関東代表
       
福山哲郎大会委員長  

大会本部席 応援団 京都府立体育館 

開会式模様
 京都府立体育館  

2005年優勝    
天竜    代表

主 出場選手 相根澄日本代表 藤井健太日本代表         
  日本代表監督    氏他日本代表多数   他出場       
     日本選手権 位       RD 九州        FC 高槻
松原(関西              中国    VEX KIMURA(北信
越     静岡県女子選抜   吉 大阪女子  沖縄県1部    

恒例 華 応援団
FFC美女軍団 
皆   歓迎 
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2016年9月17日 9月18日
第  回京都          
    全国大会開会式
 12:00   :  予定 
島津     京都府立体育館
  全員参加     模様 



.

西日本最大 市民          京都             
 京都府立体育館   歴代写真集   ffc             http://www.ffc-futsal.com

  2010年 相根清元日本代表
(日本    協会       
            

北陸 雄 VEEX KIMUA 

人気者 奥山蹴球実技団

FFC美女軍団 毎回出演  


