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第17回京都オープンフットサルフェスタ第17回京都オープンフットサルフェスタ

伝統の一戦!!伝統の一戦!!
VAMOS　JOGAR  FUTSALVAMOS　JOGAR  FUTSAL

2015年9月26日（土）～ 9月27日（日）2015年9月26日（土）～ 9月27日（日）

後  援

協  賛

主  催

FFC FUTSAL FESTA COMMITTEE
京都フットサルフェスタ実行委員会
FFCフットサルスーパーリーグ事務局
(NET WORK) KYOTO-FUKUOKA-TOKYO-OKINAWA

・第1回 1999年優勝「CASCAVEL」( 東京都 )　戦歴：日本選手権優勝＋甲斐選手

・第2回 2000年優勝「CASCAVEL」( 東京都 ) 戦歴：日本選手権優勝＋市原選手

・第3回 2001年優勝「BOLDON」( 奈良県 ) 戦歴 : 日本選手権3位＋藤井健太選手

・第4回 2002年優勝「SuerteBanff」( 愛知県 ) 戦歴 : 日本選手権準優勝＋ドウタ選手

・第5回 2003年優勝「広島 FDO」( 広島県 ) 戦歴 : 日本選手権中国代表

・第6回 2004年優勝「SAファイターズ」(山口県 ) 戦歴 : 日本選手権中国代表

・第7回 2005年優勝「リーガ天竜 THARA」( 静岡県 ) 戦歴関東選抜＋相根選手等

・第8回 2006年優勝「エマーソン」(静岡県 ) 戦歴：日本選手権04優勝

・第9回 2007年優勝「FC DREEM」( 大阪府 ) 関西リーグ

・第10回 2008年優勝「VEEX KIMUA」( 石川県 ) 北信越リーグ

・第11回 200９年優勝「リンドバロッサ」(京都府 ) 関西リーグ

・第12回 2010年優勝「リンドバロッサ」(京都府 ) 関西リーグ 

・第 13回 2011年優勝「カンカンボーイズ」(兵庫県 ) 関西リーグ

・第14回 2012年優勝「チャラ―リオ」(滋賀県 ) 滋賀県選抜

・第15回 2013年優勝「奥山蹴球雑技団」（鳥取県）

・第16回 2014年優勝「チャラ―リオ」(滋賀県 ) 滋賀県選抜

☆歴代プレミアチャンピオン優勝チーム☆

第1回 1999年 優勝「ザ・蹴球団」(京都市 )

第 2回 2000年　-

第 3回 2001年 優勝「AZUL」( 京都市 )

第 4回 2002年 優勝「フジタレデイース」(広島県 )

第 5回 2003年優勝「ＮＥＷ」(兵庫県 )

第 6回 2004年優勝「TEAM轟」(滋賀県 )

第７回 2005年優勝「サイコロチャーⅡ」（宇治市）

第8回 2006年優勝「ceu paletaA&S」( 神奈川県 )

第 9回 2007年優勝「ceu paletaA&S」（神奈川県）

第10回 2008年優勝「とみ吉」（大阪府）

第11回 2009年優勝「とみ吉」（大阪府）

第12回 2010年優勝「とみ吉」（大阪府）

第1３回 2011年優勝「とみ吉」（大阪府）

第1４回 2012年優勝「五人五色」（滋賀県）

第14回 2013年優勝「同志社大フットサル部」（京都府）

第1５回 201４年優勝「LUL」( 京都府 )

☆歴代女子チャンピオン優勝チーム☆

私たちは

京都オープンフットサルフェスタを

　　　　　　　　　応援しています。

来賓　大会委員長　参議院議員　 

泉 ケンタ

 「第 17 回京都オープン・フットサルフェスタ 2015」のご

開催、誠におめでとうございます。フットサルは、誰もが楽

しんでプレーでき、子どもから大人までそれぞれに体力向

上や健康増進にもつながり、選手のみなさんはもとより、

応援されるご家族のみなさんや関係者の皆様にも夢や感

動を与え、活力ある健全な社会に貢献されているものと存

じます。

　フットサル人口の増加に伴い、各地での予選リーグの戦

いも厳しいものであったかと存じますが、選手の皆さん

におかれましては、一層磨かれた個人技と、より強固なチームワークを存分に発揮し、

熱戦が繰り広げられることと思います。

フットサルを通じて出逢った全国各地のたくさんの仲間と親交を深めつつ、ケガのな

いよう、また、悔いの残らないよう、それぞれの京都オープンを楽しんでください！！

来賓　大会副委員長 衆議院議員　

　　　サッカー外交推進議員連盟

　　　フットサルを愛する議員団団長

  今年も全国からチームを迎え、有志の運営関係者、愛好

者のご協力のもと、秋の京都で市民フェスタの開幕となり

ました！ 興奮の熱い戦い「第 17 回京都オープンフットサ

ルフェスタ 2015」のご開催を心よりお慶び申し上げます。

17 年目の今日、毎年会う懐かしい顔、なじみのチームもそ

れぞれにあることでしょう。プレミアチャンピオン、女子、

ジュニアなど様々なレベルと選手層の交流を目指しウィ

ングを広げてきた本大会の特徴は、やはり「楽しむための

フットサル」。会場の一体感や共感は、通常の競技大会には

ない面白さであると思います。ジュニアステージに出場する子どもたちが、この大会を

通じて切磋琢磨しながらフットサル界を担うビッグな選手となることを願い、これか

らも多くの皆様に大会運営へのご協力とご参画をお願いしたいと存じます。この 2 日

間がチームの成長とフットサルの可能性を大いに感じる思い出の日となりますようお

祈り申し上げますとともに、グッドマナーでの最高のプレーを期待しています！！

大橋　昭
実行委員長

FFC フットサルスーパーリーグ事務局

京都フットサルクラブ代表

「ＶＡＭＯＳ　ＪＯＧＡＲ　ＦＵＴＳＡＬ」を合言葉に、 

第 17 回京都オープンフットサルフェスタ 2015 大会開催

が１７年目を無事に迎える事が出来ましたのは、沖縄県、

福岡県、石川県を始めとした多くの地域関係各位、又運営

に協力して頂きました学生諸君をはじめとしたサッカー

＆フットサル愛好者の皆様のおかげと感謝しています。今

年度は特に女子は日本選手権優勝や準優勝チームなどを

はじめとして多くのチームに参加頂き、その技術や学びの

姿が大会を通じて各地の皆様に伝えて頂ける事になれば、

この「京都オープンフットサルフェスタ」開催している役割の原点につながるものとし

て、将来に繋がることを確信しています。遠路はるばる参加頂きました多くの皆様に初

秋の古都を楽しんで良い思い出を残して頂ければ嬉しく思います。

 福山 哲郎

FFC フットサルリーグで検索できます。
(HP) http://www.ffc-futsal.com
（Facebook） http://facebook.com/FFC.futsal21
（twitter）http://twitter.com/FFC8  http://twitter.com/ffc_futsal
〒604-8451 京都市中京区西の京御輿岡28
Tel&Fax　075-461-1773    mobail 090-1033-9553
(Gmail) ffc.futsaljapan@gmail.com

会場　島津アリ―ナー京都

Presented by KYOTO FUTSAL FIESTA COMMITTEE　2015

・団長　泉 健太 衆議院議員　・副団長　鈴木 雅穂 京都市議会議員　
・福山哲郎 参議院議員　・長岡京市議員 大伴 雅章　・田中 健志 京都府議会議員
・中小路 健吾 京都府会議員　・酒井 常雄 京都府議会議員　・岡本 和徳 京都府議会議員　
・山本 拓史 京都市会議員　・河本 隆志 京田辺市議員　
・真田 敦史 宇治市議会議員（応援団）
・北岡 ちはる 京都府議会議員　・松井 陽子 府議会議員

フットサルを愛する京都議員団チーム

ＡＡＡプレミアチャンピオン・ＳＡＡ女子プレミアチャンピオン・ＡＡチャンピオン・ＳＦ女子フレンドリー
男子フレンドリー・ＭＩＸ男女混合・Ｊｒジュニア（低学年・高学年）全８２チーム

http://la-maison-du-baum-wa.xii.jp
株式会社リアン

http://web.ako-kasei.co.jp/catalogue/shinsousui

( 株 ) スポーツショップキムラ＆キムラスクエアガーデン 
http://www.spkimura.com

GAVIC( 株 ) ロイヤル　　http://www.ryl.co.jp
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