
令和4年度スポーツ振興くじ助成事業

第6回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２０２２（マックス10）

第28回電動車椅子サッカー日本選手権大会２０２２
（パワフル６）

会場：静岡県袋井市小笠山総合運動公園エコパアリーナ
開催日時：令和4年5月3日（火）１３時～１６時３０分

（パワフル6）
5月4日（水） 8時30分～18時30分
5月5日（木） 9時30分～16時

（4日～5日 マックス10）

主催：一般社団法人 日本電動車椅子サッカー協会
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ご挨拶

一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会
会 長 吉野 忠則

「 第 6回 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 ２０２２ 」
（マックス10）「第２８回 電動車椅子サッカー日本選手権大会２０２２」（ パワフル
６）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種登録チームすべ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」で開催いたします。
コロナ禍で苦労されていることも多いと思います、３年ぶりとなる開催となりますが、この

状況だからこそ、大会を通して少しでも気持ちを明るくできればと思います。できる限りの感
染対策を講じて開催しますので、チーム及び関係者のみな様は安心してご参加いただければと
思います。
満足できる練習状況とはならずに大会を迎えることになると思いますが、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。

一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会
競技会委員会委員長
大会実行委員長

坂本 真一

新型コロナ感染症の影響により、2019年度の大会以降、全ての主催大会を開催する事が
出来ませんでした。東京オリンピック・パラリンピックが2021年の夏に開催され、感染症
下での大会の開催が可能であることが証明されました。新型コロナもその形を変えて感染
を広げている為、まだ予断を許さない状況ではありますが、感染対策を十分に行ったうえ
で、本大会を開催したいと思います。
参加される選手・スタッフ・ご家族の皆様には、例年の大会の様に自由が利かない場面

が多々あると思いますが、このような現状であることをご理解いただき、ご協力をお願い

いたします。本要綱の「大会開催における新型コロナ感染症に対する重要事項」を熟
読いただき、ソーシャルディスタンスを保ち、参加者全員がが気持ちよく大会へ参加出来
るように、お互いの協力をお願いします。
また、今大会は無観客として開催するため、ボランティアさんの協力がありません。

チームのスタッフの皆さんには、オフィシャルなどの作業をお願いする事になっています。
こちらへのご協力もよろしくお願いいたします。



大会実施要綱

◆大会総称◆ 「第6回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２０２２」（マックス１０）

「第２８回 電動車椅子サッカー日本選手権大会２０２２」（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、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４年５月３日（火）１０時３０分～１６時 30分

「第28回電動車椅子サッカー日本選手権大会２０２２」（パワフル6）

令和4年5月4日（水） 9時30分～１７時

「第6回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２０２２」（マックス10）

令和4年5月5日（木） 10時30分～15時

「第6回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２０２２」（マックス10）

（準決勝・決勝戦）

◆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

〒 １１３－００３３ 東京都⽂京区本郷3-10-15 JFAハウス 共同事務所内

TEL  03-3818-2031 

◆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２０２２実行委員会

◆後 援 ◆ 公益財団法人日本パラスポーツ協会／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

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障害者スポーツ協会

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（予定）

◆協 賛◆ 株式会社日陸／株式会社モルテン／住友ベークライト株式会社／株式会社 イチケン

株式会社ジェイワールドトラベル／株式会社インターナショナルトータルプラン

◆特別協力◆ ジャトコ株式会社

◆商品提供◆ 株式会社モルテン

◆助 成◆ 独立行政法人日本スポーツ振興センター令和４年度スポーツ振興くじ助成金



◆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２０２０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２０２０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２０２０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〕

第６回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２０２２／マックス10

Safilva（北海道）／BLACK HAMERS（埼玉県）／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）／金沢ベストブラザーズ（石川県）

ＦＣクラッシャーズ（長野県）／ＳＦＣデルティーズ（静岡県）

DKFBCディスカバリー（愛知県）／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）

兵庫パープルスネークス（兵庫県）／Nanchester United鹿児島（鹿児島県）

※１５チーム

第２８回電動車椅子サッカー日本選手権大会２０２２／パワフル６

イルシオン東京（東京都）／バレッツ（長野県）／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）

※４チーム



◆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事務局 荻野 芳貴（事務局長）／山木 譲／飯星 広徳／依藤 正次／大野 里穂

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／小林 由紀子／笠原 久美子／宮島 幾世

広報委員 松本 力

◆大会実行委員会◆

委 員 長 坂本 真一

副委員長 宮島 幾世

委 員 小林 由紀子／宮島 幾世／笠原 久美子／貝谷 美紀

◆審 判 団◆

審 判 長 奥本 賢

審 判 員 飯星 広徳／石井 清己／上杉 相良／太田 修弘／黒部 美紀子

小池 宏司／齋藤 純一／杉本 美里／鳥海 毅／古岡 芳弘

小笠原 寿彦／紺野 勝逸／土屋 弦／福島 章夫

◆特 別 協 力◆ ジャトコ株式会社

◆救 護 ◆ ケアプロ株式会社（看護師：井上千佳子）

◆医療サポート◆掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター TEL 0537－21－5555

◆ ライブ配信 ◆ 特定非営利活動法人 横浜スポーツコミュニケーションズ（ヨココム）

◆開 会 式◆ 令和4年5月1日（日）10時～ オンラインで開催

◆ 代表者会議 ◆ 令和4年3月13日（日）13時～ オンラインで開催

◆ そ の 他 ◆ 大会開催中は無観客で行います。（ボランティアの参加もあり

ません。）大会開催における新型コロナ感染症対に対する重要

事項を参照。観客席は当該試合の関係者のみとします。（他チー

ムの試合のビデオ撮影は出来ません。）

大会スタッフ



対戦表

5月3日（火）第28回電動車椅子サッカー日本選手権大会
２０２２（パワフル６）

5月4日（水）～5月5日（木）
第6回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

２０２２（マックス10）
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5月4日（水）A1～A6、C1～C5まで行います。
5月5日（木）C6、A7、A8を行います。
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●大会１日目 ５月３日（火）第28回電動車椅子サッカー日本選手権２０２２／パワフル６

◼ ８時３０分 ～ 会場準備（役員・審判員）

◼ １３時００分 ～ A１試合出場チーム受付（各ベンチへ）

◼ １３時２０分 ～ C１試合出場チーム受付（各ベンチへ）

◼ １３時３０分 ～ A１エキップメントチェック・スピードテスト(Bコート）

◼ １３時５０分 ～ A１試合開始(JPDソニック～京都電動蹴球団 対 ファインフレンズ）

C1エキップメントチェック・スピードテスト（Dコート）

◼ １４時１０分 ～ C１試合開始（バレッツ 対 イルシオン東京）

◼ １５時１０分 ～ C１終了後 会場換気

◼ １５時３０分 ～ A２試合（決勝戦）エキップメントチェック・スピードテスト（Bコート、終了後各ベンチへ）

◼ １５時５０分 ～ A２試合開始（決勝戦）

◼ １７時００分 ～ 表彰式

●大会２日目５月４日（水）第6回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２０２２／マックス10

（勝利チーム控室：A１、A２，C１，C２は多目的室。 A３、C４は研修室。 A４は更衣室４を使用）

◼ ８時３０分 ～ A１・C１試合出場チーム受付（以下、同時に健康チェックを行う。）受付後各ベンチへ。

◼ ９時２０分 ～ A１・C1エキップメントチェック・スピードテスト（B・Dコート、終了後各ベンチへ）

◼ ９時４０分 ～ A1試合開始（Safilva 対 Yokohama Bay Dream）

C１試合開始（SFCデルティーズ 対 大阪ローリングタートル

A２・C2試合出場チーム受付 ２階ロビーは受付後から利用可能。

◼ １０時４０分 ～ A２・C２エキップメントチェック・スピードテスト（B・Dコート、そのまま待機。）

◼ １１時００分 ～ A２試合開始（プログレス奈良 対 Red Eagles 兵庫）

◼ C２試合開始（BLACK HAMERS 対 Nanchester United 鹿児島）

A３・C３試合出場チーム受付（シードチームのみ）２階ロビーは受付後から利用可能。

◼ １２時００分 ～ A３・C３エキップメントチェック・スピードテスト（B・Dコート、そのまま待機）

◼ １２時２０分 ～ A３試合開始（FCクラッシャーズ 対 兵庫パープルスネークス）

◼ C３試合開始（Yokohama Crackers 対 A1勝者）

A４・C４試合出場チーム受付 ２階ロビーは受付後から利用可能。

◼ １３時２０分 ～ A４・C４エキップメントチェック・スピードテスト（B・Dコート、そのまま待機）

◼ １３時４０分 ～ A４試合開始（レインボーソルジャー 対 金沢ベストブラザーズ）

C4試合開始（DKFBCディスカバリー 対 Yokohama Red Spirits）

◼ １４時２０分 ～ A５・C５出場チームはフットガード装着し、B・Dコートでスタンバイ

◼ １４時４０分 ～ A５・C５エキップメントチェック・スピードテスト（B・Dコート、そのまま待機）

◼ １５時００分 ～ A５試合開始（C1 勝者 対 C2勝者）

◼ C５試合開始（A2勝者 対 A3勝者）

A６出場チームは、フットガード装着しBコートでスタンバイ

◼ １５時３０分 ～ A６エキップメントチェック・スピードテスト（Bコート、そのまま待機）

◼ １６時２０分 ～ A6試合開始（A４勝者 対 C４勝者）

◼ １８時３０分 退館

●大会３日目５月５日（木）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２０２２／マックス10

◼ ９時００分 ～ A７・C６試合出場チーム受付（アリーナ内にて準備）

◼ １０時００分 ～ A７・C６エキップメントチェック・スピードテスト（B・Dコート、終了後各ベンチへ）

◼ １０時２０分 ～ A７試合開始（A６勝者 対 C３勝者）

C６試合開始（A５勝者 対 C５勝者）

◼ １３時２０分 ～ A８エキップメントチェック・スピードテスト（Bコート）

◼ １３時４０分 ～ A８試合開始（セレモニーは行わない。）

◼ １５時００分 ～ 表彰式

◼ １６時００分 退館

試合進行スケジュール



大会開催における新型コロナ感染症に対する重要事項

重要事項：大会開催中に関係者が新型コロナ感染症に罹患した場合は大会を中止とする場合があります。又、静岡県に緊急事態
宣言が発令された場合は中止とします。

１、「第6回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２０２２」
「第28回電動車椅子サッカー日本選手権大会２０２２」
202１年8月１日に医学学術委員会から発行されました「JPFA新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン２０２１」に則って
開催します。感染症ガイドラインのⅡにあります毎日の検温をお願いします。参加するチームにはJFAで使用している体温チェック
表を配布しますので、大会に参加する１週間前から毎日の体温チェックを行い、記入と提出をお願いします。（体温チェック表の
提出がない場合は大会への参加が出来ません。）チーム代表者の方は大会当日に選手・スタッフ・介助者全員の体温チェック表
を提出してください。介護事業所から当日だけの介助で参加する介助者の方は、各事業所で行っている検温表を持参するように
お願いしてください。

２，ワクチンの接種について
出来る限り新型コロナ感染症のワクチン接種をお願いします。（接種は各自の判断にお任せします。）
大会当日ワクチン接種済み証明書またはデジタル庁発行のワクチン接種アプリの提示をお願いします。ワクチン接種していない方は、
大会出発72時間以内の陰性確認できる物（PCR検査・抗原抗体検査）を提示してください。（医療機関・検査施設・薬局
などの証明で構いません。写真は禁止です。）

３、大会開催中の昼食について
昼食の手配は行いません。新型コロナ感染は食事中での感染が危惧されています。各自・各チームで昼食の手配をお願いします。
またその際に出たゴミにつきましても持ち帰りを原則とします。昼食会場は設けません。ソーシャルディスタンスを保ちながら、空いて
いる場所で密にならない様に昼食をお願いします。
飲み物につきましても、今年度は支給しません。各自で用意をお願いします。（飲み残しや置忘れが無いようにお願いします。）

４、マスクの着用について
マスク着用をお願いしますが、人工呼吸器を使用している選手の皆さんはフェイスシールド等により感染を防ぐようにして下さい。
（試合中の使用については審判委員会と確認します。）応援は声出し禁止とします。（観客席からは拍手のみ。ベンチからの
指示は監督のみ可とします。）

５，健康チェック・体温チェックについて
大会当日は1チームずつ健康チェック・体温チェックを行います。体調不良の方は会場への立ち入りをお断りする可能性があります。
（37.5度以上やのどの痛みなどの自覚症状等がある場合。）また直近の1週間以内に濃厚接触指定を受けた場合は参加で
きません。（保健所の指導管轄下となります。）参加者全員の連絡先の提出をお願いします。（エントリー表に連絡先の記載
漏れがないか確認してください。）
体調確認時間はチームごとに指定します。体調確認時間に合わせて宿泊先からチェックアウトをお願いします。早期に会場入
りする事が無いようにお願いします。（早く会場へ来られても予定されている体調確認時間になるまで入館をお断りします。）

６，消毒薬について
手指消毒薬・清拭用の用具は協会で用意します。控室・ベンチの消毒を各チームで行うようにして下さい。

７，オフィシャルについて
オフィシャルを1名ずつお願いします。オフィシャル席の消毒はオフィシャルを担当された方にお願いします。

８，宿泊時の注意点について
宿泊をされる方は、集団での会食を避けるようにお願いします。また参加チームは出来るだけ公共交通機関を使わずに自家用車
またはレンタカーで移動してください。陸路での移動が難しい地域の方は感染対策を確実に行って、公共交通機関を使用するよう
にして下さい。

９，ソーシャルディスタンスについて
対戦チームとの会話にも細心の注意を払うようにして下さい。ソーシャルディスタンスを保つ事、フェイスシールドを用いる事を徹底し
てください。

10、ビブスについて
大会中はビブスの共用を避けるため、各チームでビブスを用意してください。1st・2ndユニホームと同色ではないビブスを用意し
てください。（対戦チームと同色にならない様にするため3色用意してください。）

11．控室について
試合ごとに換気・消毒のため控室が変わります。控室に物を置き忘れる事が無いようにお願いします。控室使用後は各チームで消
毒をお願いします。消毒薬のセットは協会で用意します。（消毒薬セットは使用後受付まで返却をお願いします。）
試合終了後は速やかに退館してください。

12、大会参加後2日以内に新型コロナ感染症が判明した場合は、早急に協会事務所まで連絡をお願いします。
連絡先：TEL０３－３８１８－２０３１ （個人情報は執行役員・医学学術委員会で管理します。）



チーム紹介

監督 櫻庭康洋

スタッフ 荒井靖子

チーム名 Safilva

背番号(協会登録） 氏名

8 櫻庭康洋

11 町田佑介

27 荒井優虎

チームプロ
フィール

チーム創立：2013年
『スポーツで笑顔の輪を』を合言葉に、
フットサル・バレーボールなど様々なカテ
ゴリーと世代や性別、障害があっても入
会できる日本で初めての組織体系を持
つ総合スポーツクラブです。電動車椅子
サッカーはSafilva初の障害者スポーツカ
テゴリーとして、また北海道唯一のクラブ
として活動しています。

マックス10

チーム名 BLACK HAMERS

監督 石井佑季

スタッフ 町田文子

スタッフ 高坂正一

背番号(協会登録） 氏名

3 町田竜也

4 高坂真規

5 安田隆午

6 佐藤遼人

7 白井風馬

10 石井佑季

チームプロ
フィール

埼玉県で活動している、ＢＬＡＣＫ ＨＡＭＥＲＳ
です。
今年からマックス１０に挑戦します！！
新メンバーも加入し更にパワーアップ。日頃
の成果を発揮して、悔いのない試合をしたい
です！！

都道府県 埼玉県

都道府県 北海道

都道府県 東京都

チーム名 レインボー・ソルジャー

監督 名越直

スタッフ 藤原久美子

スタッフ 波潟登志昭

背番号(協会登録） 氏名

2 中坪勇祐

4 東弘樹

6 内橋翠

10 北沢洋平

チームプロ
フィール

コロナ禍で思うように練習できませんでし
たが、電動車椅子サッカーをプレーでき
る喜びを胸にチーム一丸となり全力で頑
張ります！
皆様の応援よろしくお願い致します｡

ユニホームカラー 1st: 黒 2nd: 水色

ユニホームカラー 1st: 黃 2nd: 白

ユニホームカラー 1st: 黒 2nd: オレンジ



チーム名 YOKOHAMA BayDream

都道府県  神奈川県

チームプロ
フィール

新しいメンバーとスタッフが加わって若
返りました。１戦１戦全力で戦いながら、
多くの人にBayDreamを応援してもらえ
るよう、個性的で楽しいサッカーをお見
せします。応援よろしくお願いします。

監督 嶋田 慶一

スタッフ 柳下 洸貴

背番号(協会登録） 氏名

4 菅野 正紀

5 大滝 肇

6 中山 佳孝

9 加藤 高明

10 高林 貴将

40 前田 詩生

ユニホームカラー 1st: 水色 2nd: 白

チーム名 Yokohama Crackers

都道府県  神奈川県

監督 平野 誠樹

アシスタントコーチ 渡邊 泰輔

スタッフ 平野 操

背番号(協会登録） 氏名

5 清水 猛留

7 三上 勇輝

11 中山 環

14 石井 俊也

17 永岡 真理

チームプロ
フィール

コロナ禍で厳しい状況の中、チャンピオ
ンシップジャパン2022開催にあたり、ご
尽力をいただいた皆様に感謝の気持ち
で一杯です。
一試合一試合を大切にしてチーム一丸
となり、赤い魂を燃やし、ド派手なアク
ションで連覇を目指して頑張ります！

都道府県  神奈川県

ユニホームカラー 1st: 赤 2nd: 白

監督 金田 康弘

アシスタントコーチ 野田 拓郎

スタッフ 三上 ちづる

背番号(協会登録） 氏名

1 山田 春香

3 西川 明男

4 宮本 貴啓

6 野田 拓郎

8 内田 裕貴

9 紺野 勝太郎

⑩ 佐藤 虎汰朗

12 近藤 鉄平

チームプロ
フィール

Yokohama Red Spiritsとして活動を始
めて5年目。
今大会はコロナに負けない、若手とベ
テランの団結力を見せます！
レッスピの応援をよろしくお願いしま
す！

ユニホームカラー 1st: 黒 2nd: 白

チーム名 Yokohama Red Spirits



チーム名 金沢ベストブラザーズ

都道府県 石川県

監督 城下 歩

アシスタントコーチ 上古代 健太郎

スタッフ 牧野 哲也

背番号(協会登録） 氏名

1 長瀬 義則

4 野川 康平

7 畠 幸江

8 山崎 勉

10 城下 歩

11 城下 由香里

17 牧野 勇樹

チームプロ
フィール

私たち金沢ベストブラザーズは日本一
を目指して選手・スタッフ・ボランティア
全員が一丸となって活躍するチームで
す。
コロナ禍でも感染症対策を綿密に実施
して、できることを最大限に行ってチャン
ピオンシップに向けて調整をしてきまし
た。
サッカーができることが当たり前じゃなく
なった今、これまで以上にサッカーがで
きる喜びを感じています。
本番は金沢らしく、見る人も、する人も、
支える人も楽しいサッカーを展開しま
す！

ユニホームカラー 1st: 赤 2nd: 白

都道府県 長野県

チーム名 FCクラッシャーズ

監督 三崎 賢治

スタッフ 森元 俊貴

スタッフ 今村 貴保

背番号(協会登録） 氏名

4 森山 一樹

5 井出 今日我

8 花岡 夏南子

11 飯島 洸洋

21 太田 大皓

22 山浦 吉貴

チームプロ
フィール

「フランクな監督」、「フランクなスタッフ」、
「フランクな選手」が集まった『フランクな
チーム』です。
コロナ禍でなかなか思うような練習が出
来ませんが、これからも感謝の気持ち
を大切にし、チームの持ち味を生かし、
電動車椅子サッカーに邁進してまいりま
す。

ユニホームカラー 1st: 黄 2nd: 白

都道府県 静岡県

チーム名 SFCデルティーズ

監督 宮島 幾世

スタッフ 山下 眞貴子

スタッフ 中村 和美

背番号(協会登録） 氏名

1 大手 千輝

2 石脇 将太

3 長谷川 幸三

4 市川 貴映子

6 中村 康則

7 松下 拳也

チームプロ
フィール

マックス10に初挑戦した前回大会は悔
しい思いをしました。
今大会は地元開催なので大会を盛り上
げるようなプレーを見せられたらなと
思っています。
戦い方を変えてパワーアップしたSFCデ
ルティーズをお見せします。
目指すは優勝！

ユニホームカラー 1st: 緑 2nd: 白



都道府県 愛知県

チーム名 DKFBCディスカバリー

監督 前田 桃子

アシスタントコーチ 髙垣 和大

スタッフ 長谷川 功

背番号(協会登録） 氏名

2 池田 恵助

3 平西 一斗

8 永田 久志

9 日坂 義哉

10 髙垣 和大

23 佐藤 今日子

チームプロ
フィール

マックス１０に転身し、ユニフォームも変
わった新生ディスカバリー！！
優勝を目指して頑張ってます。

ユニホームカラー 1st: 赤 2nd: 白

都道府県 奈良県

チーム名 プログレス奈良
監督 林 隆一

アシスタントコーチ 小玉 容子

スタッフ 小阪 昌道

背番号(協会登録） 氏名

2 東良 航太

7 工藤 なな美

13 林 隆一

19 高岡 哲也

61 小阪 竜彦

チームプロ
フィール

progressとは進歩、発達、発展。
チーム一丸で、目標へ向かって絶え間
なく進んでいきます。

ユニホームカラー 1st: 緑 2nd: 黄

都道府県 大阪府

チーム名 大阪ローリングタートル
監督 宮川健司

スタッフ 宮川佐代子

スタッフ 北村勇

背番号(協会登録） 氏名

4 中村浩之

7 中村祐太

9 北村一輝

10 宮川大輝

チームプロ
フィール

日本最古の電動車椅子サッカーチーム。
一味同心をスローガンに、楽しむことを
心がけて、全国大会優勝を目指して活
動しているチームです。2021年からはメ
ンバーもほぼ変わり、若く、個性（クセ）
が強いのもこのチームの魅力。

ユニホームカラー 1st: ピンク 2nd: 白



都道府県 兵庫県

チーム名 Red Eagles兵庫
監督 井上章

アシスタントコーチ 浅原康佑

スタッフ 古池信雄

背番号(協会登録） 氏名

2 下田貴之

5 浅原康佑

8 中村哲智

10 内海恭平

11 山田貴大

15 舩倉克之

19 宮脇太陽

チームプロ
フィール

２００２年に結成して、記念すべき20年
目を迎えました。
合い言葉は「All for one, One for all」皆
で一丸となり、3度目の日本一を目指し
て、トライ！トライ！トライ！
3年ぶりのチャンピオンシップ・ジャパン
悔いを残さないように挑みます

ユニホームカラー 1st: 赤黒 2nd: 白

都道府県 兵庫県

チーム名 兵庫パープルスネークス
監督 中島 智之

背番号(協会登録） 氏名

9 松原 和彦

11 中村 裕子

21 長浜 豊

31 中島 崇登

51 利根川 恵太

99 名田 賢伍

チームプロ
フィール

10kmへ移行して初のチャンピオンシッ
プです。仲間を信じ、楽しんでプレーし
ます！
チームの心はひとつです！！

ユニホームカラー 1st: 紫 2nd: 白

都道府県 鹿児島 ユニホームカラー 1st: 赤 2nd: 黄

チーム名 Nanchester United 鹿児島

監督 栗野了一

アシスタントコーチ 住吉一洋

スタッフ 川畑 司

4 前田 薫海

10 東 武範

11 塩入 新也

13 野下 小百合

14 井戸崎 竜斗

15 安藤 心晴

チームプロ
フィール

チーム名の由来は、「Nan」は南の「ナ
ン」。「chester」は方言の「チェスト」とい
う言葉にかけています。2003年に創立
し、鹿児島を拠点に活動しています。
チームは全国、さらに世界を目線の先
に置き、常に走り続けます。ホームペー

ジ https://www.nanchester.com/



パワフル6

都道府県 東京都

チーム名 イルシオン東京
監督 小川健

アシスタントコーチ 木村稔

スタッフ 小川チエ子

背番号(協会登録） 氏名

3 村石彬

9 小川健

19 湯浅郁夫

20 木村智之

チームプロ
フィール

全員でサッカーを楽しむことをモットー
に活動しています！
応援よろしくお願いします！

ユニホームカラー 1st: 青 2nd: 黄

都道府県 長野県

チーム名 バレッツ
監督 石川智之

スタッフ 向山弘之

スタッフ 向山美香

背番号(協会登録） 氏名

1 木村和彦

2 有坂嗣郎

3 本間一光

4 向山陸央

5 児玉祐悟

6 土屋壮平

7 名古康介

チームプロ
フィール

1998年にESC.bulletsとして設立。
現在は名前をかえ、バレッツとして活動
中。
若手からベテランまで、幅広い世代が
力を合わせて勝利を目指します。

都道府県  京都府

監督 畑中雅喜

スタッフ 吉村 伸

スタッフ 青木敦子

チーム名 JPDソニック～京都電動蹴球団

背番号(協会登録） 氏名

1 畑中遼太

3 小林飛翔

5 青木亮太

10 福島穂高

48 河前雄也

53 吉村和馬

チームプロ
フィール

試合が出来る幸せを味わい楽しみま
す！

ユニホームカラー 1st: ターコイズブルー 2nd: 白

ユニホームカラー 1st: 紺 2nd: 白



都道府県 大阪府

チーム名 ファインフレンズ

監督 小出元信

アシスタントコーチ 平井賢二

スタッフ 上田 智子

背番号(協会登録） 氏名

4 西田卓志

7 益倉誠

9 児島慧太

11 康本芳孝

12 多田宗一郎

チームプロ
フィール

コロナの影響で2年間、試合ができな
かったので、その分もこの大会で試合を
楽しみたいと思います。

ユニホームカラー 1st: 紺黄 2nd: 白



会場案内図

Cコート用
チーム受付
健康チェック

Aコート用
チーム受付
健康チェック

注意事項：入館時はタイヤをチームで拭いてください。
消毒用のウェットティッシュを用意します。

フットガード装着場

青線の様に整列

ソーシャ
ルディス
タンスに
気を付け
て整列

A1,C2,A3,C4
A7,C6
勝利チーム
控室

C1,A4
勝利チーム
控室

A2
勝利チーム
控室

A1,C1,A2,C2の勝利チームは、多目的室が控室。
A3,A4の勝利チームは、研修室が控室。
C4の勝利チームは、更衣室

審判員控室

役員・スタッフ控室
本
部
・
救
護



会場内動線

フットガード装着場

勝利チームの動線

負けチームの動線

次の試合
参加チームの動線
















