FFC FUTSAL SUPER LEAGUE
2015

special guest
女 優

KYOTO OPEN FUTSAL FESTA
1999-2015

これからの大会予定

水木 桜子

関西大会

（所属 : オフィスメイ東京）

12/27( 日 )/ 八幡市民体育館
関西学生フットサルチャンピオンＣＵＰ
学生
（男子・女子・Mix 男女混合）

水木桜子の活動状況
＊舞台「南総里見八犬伝」
（DDD AOYAMA CROSS THEATER）
＊夏のホラー秘宝まつり 2015 にて
「ABC・オブ・デス 2」上映（キネカ大森）
＊ニコジョッキー「ほのとりまさくらこ」
出演
※月曜 21：00〜21：55 生放送（月 1 回放送予定）

2016/3/20
（日）
/ 島津アリ―ナー京都
関西フットサルオールスターＣＵＰ
一般＆学生
（男子・女子）

《主な芸歴》
「赤かぶ検事奮戦記 3」
「逃亡者おりん 2」
「ショカツの女 8」
「アオイホノオ」
「ニノさん〜3 分間劇場“白い靴下と私”
」
他

九州大会
2016/2/20( 祭 )/ アクシオン福岡アリ―ナー
九州学生フットサルチャンピオン CUP
男子・女子

華の応援団

2016/3/21( 祭 )/ アクシオン福岡アリ―ナー
九州フットサルオールスター CUP
一般＆学生
（男性・女子）

沖縄フットサル交流戦 2016
= 只今相談受付しています＝
沖縄男子・女子チームと
交流試合＆合宿＆を楽しもう！

同志社大学全学応援団チアーリーダー部

日程、費用、対戦レベルなど
企画提案します。

運営スタッフ募集
街おこしに興味ある方 !
運営スタッフ募集 !

京都産業大チアーリーダースターダスト
１７年目！伝統の一戦！「第１７回京都オープンフットサルフェスタ２０１５」
は次の皆様のご協力により開催されます。
●後援

ＦＭ京都αステーション 89.4

朝日新聞京都総局・読売新聞京都総局

●協賛会社
ピザリトルパティ（（株）日本医療） http://www.litopa.com
PUMA JAPAN( 株 ) http://puma.jp
赤穂化成
（株）
「海の深層水・天海の水 硬度２５０」 http://web.ako-kasei.co.jp/catalogue/shinsousui
（株）
リアン オリジナルバームクーヘン「わ」http://la-maison-du-baum-wa.xii.jp
（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
サッカープロショップセルバ http://soccerproshop-selva.com

●協力 ( 敬称略 )
女優水木桜子 ( 株 ) オフィス・メイ東京・那覇市サッカー協会山城利公理事長・山内敏昌さん他那覇市サッカー協会の皆さん・石川県ＶＥＥＸ ＫＩＭＵＲＡ 代表 木村 雅信・ 鳥取県 郡家 FC＆ＡＭＩＳＴＡ代表 島本裕司・京都産業大学応援団チアリーダー部
「Star Dust Leader」
同志社大學応援團チアリーダー部・( 有 ) 熊本ソシオ林田文久代表・サッカーショップセルバ伏見 http://soccerproshop-selva.com/
「第１１回九州フットサルチャンピオンＣＵＰ」後援 福岡市・西日本新聞社で５月～８月に開催。
レベルファイブスタジアム・アクシオン福岡・早良体育館・運営協力：九州大学 De-signal 古家嵩大代表・武末慎・高田ひなこ他チームの皆さん。
・島津アリ―ナー京都・八幡市民体育館
○第１７回京都オープンフットサルフェスタ実行委員会 2015
（敬称略）
( 京都大 Nekthy) 松岡輝・黒木隆平・永井和宏・開田真由・脇田優香里・金子江理香・田中由季・田中美紗・池田萌子・ 遠藤彩夏他チームの皆さん。
(FC 無問題 ) 荻野大地代表・内田玲他チームの皆さん。
( 同志社女子大 DWC・FC) 仲麻美代表・酒井唯衣・迫間彩華他チームの皆さん。
( 京都産業大 CUBIC) 厩橋頌志代表他チームの皆さん。
( 京都大 FC ARI) 小西大代表・濱田鉄也・柴田武志他チームの皆さん。
（チャラーリオ）
山田憲司代表他チームの皆さん。
○審判・運営協力員

諸冨紡・新家悠介・川瀬凱仁・山本侑輝・ＡＬＬ－1 知念優宜代表他チームの皆さん。
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