
ご挨拶・大会スタッフ 

◆会長挨拶◆ 

一般社団法人 日本電動車椅子サッカー協会（JPFA） 

会  長  吉野 忠則 

「パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパン２０１９」の開催にあたり、ごあいさつ申し上げます。 

この大会は、本協会に登録する第1種登録チーム全てが参加できる競技大会で、国際（FIPFA）競技規則に基づく

【カテゴリー１】／マックス１０と、日本独自のマシン速度規則による【カテゴリー２】／パワフル６の２つの大会を「静岡県

袋井市小笠山総合運動公園エコパアリーナ」で同日開催いたします。 

「東京オリンピック・パラリンピック２０２０」を翌年に控え、各種スポーツ競技が注目を浴びる中、本大会では全国から

集まった電動車椅子サッカーチームがそれぞれのカテゴリーで日本一の頂点を目指し競う様はとても壮観です。 

ゴールを目指し必死にボールを追う真剣な姿や歓喜に沸く選手の姿は観る人に感動を与え、そのスピードとマシン

コントロールのテクニックには目を見張るものがあり、パワーチェアーフットボール（障がい者サッカー）の素晴らしさや

魅力を余すことなく伝えてくれることでしょう。 参加される選手の皆さまには、日々鍛錬された練習の成果を思う存分

発揮するとともに悔いの残らないような精一杯のプレーにより大会が一層盛り上がることを期待しております。 

最後になりましたが、この大会の準備をしていただきました大会実行委員会の皆様をはじめ、大会開催のためにご

後援、ご支援を賜りました関係諸官庁、企業、団体、個人その他関係各位に対し、心から感謝申し上げると共に、本大

会の成功を祈念いたしまして、ごあいさつとさせていただきます。 

 

◆協会役員・スタッフ◆ 

    大会会長（JPFA会長）    吉野 忠則 

    大会副会長（JPFA副会長） 齋藤 純一 

    JPFA役員            小幡 真一郎／三崎 賢治／夛田羅 勝義／木村 和彦 

JPFA事務局          山木 譲（事務局長）／飯星 広徳／荻野 芳貴／持山 侑子／笠原 久美子 

    規律委員会           JPFA基本規定第13条・第14条に則る。 

    競技会委員会          坂本 真一／豊川 大地／重松 弘昭／小林 由紀子／笠原 久美子 

    広報委員会           濱口 陽（広報委員会委員長） 

◆大会実行委員会◆ 

    委員長（JPFA理事）      坂本 真一（競技会委員長） 

    副委員長（JPFA理事）     山木 譲（事務局長） 

    委  員                   持山 侑子／宮島 幾世／瀬戸脇 正勝／中矢 妃呂美／本間 一光 

宮崎 翔真／ 武田 雄高／鈴木 芳則 

◆審 判 団◆ 

    審判長（JPFA理事）         奥本 賢（審判委員会委員長） 

    審判員                 飯星 広徳／石井 清己／板元 拓也／岩本 清美／上杉 相良／遠藤 圭一 

太田 修弘／奥本 賢／貝谷 美紀／木村 昌弘／黒部 美紀子／小池 宏司 

紺野 勝逸／齋藤 純一／佐々木 三幸／下地 裕美／杉本 美里／土屋 弦 

                           綱渕 敏／鳥海 毅／古岡 芳弘 

◆ボランティア◆             一般ボランティア・高校生ボランティア（浜松湖東高等学校・浜松西高等学校） 

 

◆救    護◆            日野 弥生 
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大会実施要綱 
 

◆大会総称◆ 「パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパン 2019」 

【カテゴリー１】マックス 10 

【カテゴリー２】パワフル６ 

 

◆ 目    的◆    本大会は、パワーチェアーフットボール(世界呼称)の競技規則に基づいて行う大会（※１）とし、国

内覇者となる栄誉を競うとともに、万人との絆を築きながら、我が国における身体障害者スポーツ

としての普及および発展に寄与することを目的とする。 

（※１ パワフル６では一部国内ローカルルールを適用） 

 

◆日 時◆ 令和元年 11 月 2 日（土） ９：００～２０：００ 

令和元年 11 月 3 日（日） ９：００～１７：００ 

 

◆ 会 場◆ 小笠山総合運動公園 エコパアリーナ 

〒437-0031 静岡県袋井市愛野 2300-1 

TEL（0538）41-1800 FAX（0538）41-1807 

 

◆ 主 催◆ 一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会

事務局 〒107-0062 

東京都港区南青山 2-5-17 ポーラ青山ビル６F 株式会社ジェイワールドトラベル内

TEL：03-3402-3600 FAX：03-3402-9698 

 

◆ 主 管◆ 一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパン 2019 実行委員会 

 

◆ 後 援◆ 厚生労働省／スポーツ庁／静岡県／袋井市／静岡県教育委員会／袋井市教育委員会

公益財団法人静岡県体育協会／公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 

公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会／公益財団法人日本サッカー協会 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟／公益社団法人日本プロサッカーリーグ

一般財団法人静岡県サッカー協会／社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 

社会福祉法人袋井市社会福祉協議会／社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会 

静岡県肢体不自由児協会／中日新聞社／静岡新聞社･静岡放送  

◆ 協 賛◆ 株式会社ジェイワールドトラベル／株式会社日陸／株式会社モルテン／津田駒工業株式会社 

住友ベークライト株式会社／株式会社ソーグッド／株式会社インターナショナルトータルプラン 

有限会社内藤義肢製作所／東海軒／青島桶店／株式会社イチケン 

◆協  力◆  静岡県電動車椅子サッカー協会  

◆ 商品提供◆ 株式会社モルテン／大塚製薬株式会社 

◆助 成◆ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 平成31年度スポーツ振興くじ助成金 
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大会実施要綱 

◆競技内容◆ 

〔参加資格〕 一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 第 1 種加盟チーム 

〔参加費用〕 １チームにつき３５，０００円 

〔競技種目〕 【カテゴリー１】 マックス 10 

パワーチェアーフットボール競技規則２０１０ Ver.2.01（日本語

版）に基づき、制限速度 10km/h 以下で行う 

【カテゴリー２】 パワフル６ 

パワーチェアーフットボール競技規則２０１０ Ver.2.01（日本語

版）に基づき、一部国内独自のローカルルールを採用。制限速度

6km/h 以下で行う 

〔競技規則〕 ① パワーチェアーフットボール競技規則２０１０ Ver.2.01（日本語版）に 

基づく 

② その他については大会特別規程に定める 

〔競技方法〕 ① 参加チームによるトーナメント戦方式で試合を行う 

② １，２回戦は全試合 前後半 20 分、ハーフタイム 10 分、アディショナ 

ルタイム無しで行う 

③ 準決勝・決勝は、前後半 20 分、ハーフタイム 10 分、アディショナルタ 

イム有りで行う 

（詳細は別途大会規定に定める） 

〔表 彰〕 各カテゴリー 優勝チーム／準優勝チーム／ＭＶＰ 

〔出場チーム〕 

【カテゴリー１】マックス 10 

Safilva（北海道）／レインボー・ソルジャー（東京都）／YOKOHAMA BayDream（神奈川県） 

Yokohama Crackers（神奈川県）／Yokohama Red Spirits（神奈川県） 

FCクラッシャーズ（長野県）／SFCデルティーズ（静岡県）／金沢ベストブラザーズ（石川県） 

プログレス奈良（奈良県）／大阪ローリングタートル（大阪府）／Red Eagles 兵庫（兵庫県） 

A-pfeile広島PFC（広島県）／Nanchester United鹿児島（鹿児島県） ＊13チーム 

【カテゴリー２】 パワフル６ 

BLACK HAMERS（埼玉県）／ウイニング フェニックス（千葉県）／FINE（東京都） 

TAMA猿（東京都）／イルシオン東京（東京都）／バレッツ（長野県） 

DKFBCディスカバリー（愛知県）／ＪPDソニック～京都電動蹴球団（京都府） 

ファインフレンズ（大阪府）／兵庫パープルスネークス（兵庫県）／廣島マインツ（広島県） 

スクラッチ香川（香川県）／Infinity侍（佐賀県） ＊13チーム 

         【大韓PFAチーム】エキシビションマッチ参加（予定） 
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大会日程 

●大会1日目  11月2日（土） 

■受   付   ９：００～ ……………………………………１F ロビー 

■代表者会議   ９：２０～ ……………………………………エコパアリーナ（本部前） 

■APOカップ報告 ９：５０～ ……………………………………エコパアリーナ 

■開 会 式  １０：００～ ……………………………………エコパアリーナ 

■競   技  １１：００ キックオフ ………………………エコパアリーナ（4コート使用） 

▲第1試合…１１：００～ 

 Aコート  マックス１０①    YOKOHAMA BayDream（神奈川）－金沢ベストブラザーズ（石川） 

  Bコート  マックス１０②  FCクラッシャーズ（長野） ―  大阪ローリングタートル（大阪） 

    Cコート  パワフル ６③  ウイニング フェニックス（千葉）－ ファインフレンズ（大阪） 

  Dコート  パワフル ６④  イルシオン東京（東京）     ―  廣島マインツ（広島）  

▲第２試合…１２：１５～ 

Aコート  マックス１０ ⑤     Yokohama Red Spirits（神奈川） － プログレス奈良（奈良） 

Bコート   マックス１０⑥   A―pfeile広島PFC（広島） － レインボー・ソルジャー（東京） 

Cコート   パワフル ６⑦   TAMA猿（東京） － DKFBCディスカバリー（愛知） 

Dコート   パワフル ６⑧   スクラッチ香川（香川） － FINE（東京） 

▲第3試合…１３：３０～ 

Aコート  マックス１０⑨   Nanchester United鹿児島（鹿児島） － Safilva（北海道） 

 Bコート  パワフル ６⑩   Infinity侍（佐賀） － バレッツ（長野） 

 Cコート  マックス１０⑪  ①の勝者 － ②の勝者 

 Dコート  パワフル ６⑫  ③の勝者 － ④の勝者 

▲第４試合…１４：４５～ 

Aコート  マックス１０⑬  Red Eagles兵庫（兵庫） － ⑤の勝者 

 Bコート  マックス１０⑭   Yokohama Crackers（神奈川） － ⑥の勝者 

 Cコート  パワフル ６⑮  JPDソニック～京都電動蹴球団 － ⑦の勝者 

 Dコート  パワフル ６⑯   BLACK HAMERS(埼玉) － ⑧の勝者 

▲第５試合…１６：００～  

Aコート  マックス１０⑰   SFCデルティーズ（静岡） － ⑨の勝者 

 Bコート  パワフル ６⑱   兵庫パープルスネークス（兵庫） － ⑩の勝者 

 Cコート  フレンドリーマッチ⑲ ①の敗者 － ②の敗者  （マックス１０） 

 Dコート  フレンドリーマッチ⑳ ③の敗者 － ④の敗者  （パワフル６） 
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大会日程 

▲第６試合…１７：１５～                               

（フレンドリーマッチ・エキシビションマッチは連戦になる可能性があります事をご了承ください。） 

Aコート  フレンドリーマッチ㉑  ⑤の敗者 － ⑥の敗者  （マックス１０） 

 Bコート  エキシビションマッチ㉒ ⑨の敗者 － 大韓PFA (＊マックス１０⑬、⑭、⑰のシード負けチーム） 

       ＊シードチームが全て勝ち上がった場合は、⑲の勝ちチームが対戦する。（①の敗者―②の敗者で勝利 

したチーム）→（＊マークは大韓PFAが参加できなかった場合の組み合わせ） 

 Cコート      フレンドリーマッチ㉓  ⑦の敗者 － ⑧の敗者  （パワフル６） 

 Dコート  フレンドリーマッチ㉔  ⑩の敗者 － ２回戦で敗戦したシードチーム（パワフル６⑮、⑯、⑱） 

       ＊シードチームが全て勝ち上がった場合は、⑳の勝ちチームが対戦する。（③の敗者―④の敗者で勝利 

したチーム） 

●大会２日目  11月３日（日） 

◇準決勝 

 パワフル６ 

 第７試合… ９：１０～ 

Bコート  パワフル６㉕ ⑫の勝者 － パワフル６ ⑮の勝者 

 Cコート  パワフル６㉖ ⑯の勝者 － パワフル６ ⑱の勝者 

Aコート  フレンドリーマッチ㉗  予備：２回戦で敗戦したシードチームが複数の場合（マックス１０） 

 Dコート  フレンドリーマッチ㉘  予備：２回戦で敗戦したシードチームが複数の場合（パワフル６） 

       ＊予備：シードチームが全て2回戦を勝ち上がった時は無し。 

 マックス１０ 

 第8試合…１０：４０～ 

 Aコート  エキシビションマッチ 大韓PFA ― マックス10（⑪、⑬、⑭、⑰の敗戦チーム合同 

       （フレンドリーマッチ㉗へ出場していないチームが対象） 

Bコート  マックス１０㉙ ⑪の勝者 － マックス１０ ⑬の勝者 

 Cコート  マックス１０㉚ ⑭の勝者 － マックス１０ ⑰の勝者 

◇決  勝 

 第９試合…１２：３０～ 

Bコート  パワフル６㉛  ㉕の勝者 － ㉖の勝者 

Dコート  エキシビションマッチ 大韓PFA － ㉙、㉚の敗戦チーム合同 

第１０試合…１４：１０～ 

Bコート  マックス１０㉜ ㉙の勝者 － ㉚の勝者 

■閉 会 式  １６：０５～ ……………………………………エコパアリーナ 
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対戦表 

   

６ 

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7

YOKOHAMA BayDream

パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパン2019　　
マックス１０　対戦表

Yokohama Crackers

A-pfeile広島PFC

レインボー・ソルジャー

Nanchester United鹿児島

Red Eagles兵庫

Yokohama Red Spirits

プログレス奈良

パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパン2019　　

パワフル６　対戦表

JPDソニック～京都電動蹴球団 BLACK HAMERS

Safilva

SFCデルティーズ

大阪ローリングタートル

金沢ベストブラザーズ

FCクラッシャーズ

TAMA猿 スクラッチ香川

DKFBCディスカバリー FINE

ウイニングフェニックス Infinity侍

ファインフレンズ バレッツ

イルシオン東京 兵庫パープルスネークス

廣島マインツ


