
大会実施要綱 

 
 

 

◆大会総称◆  日本電動車椅子サッカー選手権大会 2018   

         【カテゴリー１】第 2 回日本パワーチェアーフットボール選手権大会／マックス 10 

         【カテゴリー２】第 24 回日本電動車椅子サッカー選手権大会／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◆  平成３０年１２月１日（土） ９：００～２０：００   

平成３０年１２月２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／日本電動車椅子サッカー選手権大会 2018 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 

 

◆特別協力◆  株式会社東海軒／青島桶店 

 

◆商品提供◆  株式会社モルテン／大塚製薬株式会社／山崎製パン株式会社静岡営業所 

 

◆助  成◆  独立行政法人日本スポーツ振興センター 平成 30 年度スポーツ振興くじ助成金   



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】第 2 回日本パワーチェアーフットボール選手権大会／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） 

金沢ベストブラザーズ（石川県）／ＦＣクラッシャーズ（長野県）／Ｗｉｎｇｓ（岐阜県） 

Red Eagles 兵庫（兵庫県）／奈良クラブ ビクトリーロード（奈良県）／プログレス奈良（奈良県）

ERST 広島 M.S.C（広島県）／A-pfeile 広島 PFC（広島県） 

Nanchester United 鹿児島（鹿児島県）    ※14 チーム 

【カテゴリー２】第２4 回日本電動車椅子サッカー選手権大会 ／ 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）／バレッツ（長野県）／ＳＦＣデルティーズ（静岡県） 

DKFBC ディスカバリー（愛知県）／MAX（三重県）／JPD ソニック～京都電動蹴球団（京都府） 

大阪ローリングタートル（大阪府）／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）              ※15 チーム 

 



大会スタッフ 

 
 

   

◆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        山木 譲（事務局長）／飯星 広徳／荻野 芳貴／依藤 正次／持山 侑子 

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／小林 由紀子／重松 弘昭／豊川 大地                

 

◆大会実行委員会◆ 

委 員 長        渡辺 英俊 

副 委 員 長        坂本 真一（競技会委員長） 

委 員         石﨑 妃呂美／伊藤 宏美／内田 和稔／熊谷 紀子／瀬戸脇 正勝／武田 雄高 

原 正英／本間 一光／宮崎 翔真／宮島 幾世／持山 侑子／横内 崇頼 

        

◆審  判  団◆ 

審 判 長        奥本 賢 

審 判 員        飯星 広徳／石井 清己／板元 拓也／岩本 清美／上杉 相良／太田 修弘 

荻野 芳貴／貝谷 美紀／木村 昌弘／黒部 美紀子／小池 宏司／齋藤 純一 

佐々木 三幸／城下 侑樹／杉本 美里／高尾 佳奈代／綱渕 敏／鳥海 毅 

永江 守／古岡 芳弘            

 

◆ボランティア◆      一般ボランティア（５３名）・高校生ボランティア（６８名） 

                

◆救 護◆      岡 千恵子（１２月１日）／村松 智香（１２月２日） 

 

◆修 理◆      有限会社 友の輪商事  望月 秀樹（１２月１日）／桑原 一朋（１２月２日） 

 

 

                                                   ［以上 敬称略］ 

         

 

          

 

 

 

 

 



大会日程 

 
 

                                  
 

●大会１日目  １２月１日（土）  

■受 付 …  ９：００ ～ ………………………………………… １F ロビー 

■代表者会議 …  ９：４０ ～ ………………………………………… エコパアリーナ（本部前） 

■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 ～ …………… マックス10 １回戦 ／ パワフル６ １回戦  

・第 ２ 試 合 … １２：１５ ～ …………… マックス10  1 回戦 ／ パワフル６ １回戦 

・第 ３ 試 合 … １３：３０ ～ …………… マックス10  １回戦 ／ パワフル６ １回戦 

・第 ４ 試 合 … １４：４５ ～ …………… マックス10  １回戦 ・２回戦  ／ パワフル６ 2 回戦 

・第 5 試 合 … １６：００ ～ …………… パワフル６ 2 回戦 

                     マックス10 フレンドリーマッチ  

・第 6 試 合 … １７：１５ ～ …………… マックス10 ２回戦    

                     マックス10／ パワフル６ フレンドリーマッチ                   

・フレンドリーマッチ… １８：３０ ～ …………… マックス10 フレンドリーマッチ 

 

 

●大会２日目 １２月２日（日） 

■受 付 …  ８：５０ ～ ………………………………………… １F ロビー 

■競 技…  ９：１０ キックオフ …………………………… エコパアリーナ 

・第 7 試 合…  ９：１０ ～ …………… パワフル６  準決勝    

フレンドリーマッチ 

・第 8 試 合 … １０：４０ ～ …………… マックス10 準決勝   

マックス10／パワフル６ フレンドリーマッチ 

・第 9 試 合 … １２：３０ ～ …………… パワフル６   決勝    

・第 10 試合 … １４：１０ ～ …………… マックス10   決勝 

■閉 会 式 … １６：０５ ～１６：２５ …………………………… エコパアリーナ



対戦表 

 
 

 

●大会１日目 １２月１日（土） 

 

第１試合（1 回戦）           １１：００～ 

Ａコート  マックス10-1    Nanchester United鹿児島（鹿児島） ― レインボー・ソルジャー(東京) 

Ｂコート  マックス10-2   A-pfeile 広島PFC（広島） ― YOKOHAMA BayDream（神奈川） 

C コート  パワフル ６-1   スクラッチ香川 (香川)  ―  BLACK HAMERS (埼玉） 

D コート  パワフル ６-2   大阪ローリングタートル (大阪)  ―  DKFBC ディスカバリー(愛知） 

第２試合（１回戦）           １２：１５～ 

Ａコート  マックス10-3    Ｗｉｎｇｓ（岐阜） ― 金沢ベストブラザーズ（石川） 

Ｂコート  マックス10-4    FC クラッシャーズ (長野)  ― 奈良クラブ ビクトリーロード（奈良） 

C コート  パワフル ６-3    MAX (三重)  ―  バレッツ（長野） 

D コート  パワフル ６-4     廣島マインツ (広島)  ―  ＴＡＭＡ猿(東京） 

第３試合（1 回戦）           １３：３０～ 

Ａコート  マックス10-5    Safilva(北海道)  ―  ERST 広島M.S.C（広島） 

Ｂコート  パワフル ６-5   JPD ソニック～京都電動蹴球団 (京都)  ―  Infinity侍 (佐賀) 

C コート  パワフル ６-6   ファインフレンズ (大阪)  ―  ウイニング フェニックス (千葉） 

D コート  パワフル ６-7     兵庫パープルスネークス (兵庫)  ―  ＦＩＮＥ(東京） 

第４試合（1 回戦・2 回戦）     １４：４５～ 

Ａコート  マックス10-6    Yokohama Red Spirits(神奈川)  ―  プログレス奈良(奈良) 

Ｂコート  マックス10-7   Yokohama Crackers（神奈川） ― マックス10-1 の勝者 

C コート  マックス10-8      Red Eagles 兵庫（兵庫） ― マックス10-4 の勝者 

D コート  パワフル ６-8   ＳＦＣデルティーズ(静岡)  ―  パワフル ６-1 の勝者 

第５試合（2 回戦・フレンドリーマッチ） １６：００～ 

Ａコート   パワフル ６-9    パワフル ６-2 の勝者  ― パワフル ６-3 の勝者 

Ｂコート  パワフル ６-10     パワフル ６-4 の勝者  ― パワフル ６-5 の勝者 

C コート  パワフル ６-11   パワフル ６-6 の勝者  ―  パワフル ６-7 の勝者 

D コート  フレンドリーマッチ     マックス10-1 の敗者  ―  マックス10-2 の敗者  

第６試合（2 回戦・フレンドリーマッチ） １７：１５～ 

Ａコート  マックス10-9    マックス10-2 の勝者  ― マックス10-3 の勝者 

Ｂコート  マックス10-10   マックス10-５の勝者 ― マックス10-6 の勝者 

C コート  フレンドリーマッチ     パワフル ６-1 の敗者  ―  パワフル ６-2 の敗者  

D コート  フレンドリーマッチ     マックス10-3 の敗者  ― マックス10-4 の敗者 

フレンドリーマッチ        １８：３０～ 

C コート  フレンドリーマッチ     マックス10-7 の敗者 ― マックス10-8 の敗者（※）  

 

 

（※）シードチームが其々勝ち上がった場合は無し。どちらかが初戦で負けた場合は有り。 

   第５試合D コートでフレンドリーマッチをしたチームが3 試合目になるため、M10-5 とM10-6 の負けチームから 

選出。 

 

 



対戦表 

 
 

 

●大会２日目 １２月２日（日） 

 

◇準決勝  

パワフル６ (第７試合)      ９：１０～ 

Ａコート  パワフル ６-12    パワフル ６-8 の勝者   ―  パワフル ６-9 の勝者 

Ｂコート   パワフル ６-13    パワフル ６-10 の勝者  ―  パワフル ６-11 の勝者 

  フレンドリーマッチ 

C コート             パワフル ６-5 の敗者  ―  パワフル ６-6 の敗者 

D コート                    パワフル ６-3 の敗者  ―  パワフル ６-4 の敗者 

マックス10（第８試合）    １０：４０～ 

Ａコート  マックス10-11   マックス10-7 の勝者  ― マックス10-9 の勝者 

Ｂコート   マックス10-12   マックス10-8 の勝者  ― マックス10-10 の勝者 

  フレンドリーマッチ 

C コート                    パワフル ６-7 の敗者  ―  パワフル ６-8 の敗者 (※)  

D コート                    マックス10-5 の敗者  ― マックス10-6 の敗者 

◇決勝 

パワフル６（第９試合）   １２：3０～ 

Ｂコート   パワフル ６-14    パワフル ６-12 の勝者  ―  パワフル ６-13 の勝者 

マックス10（第１０試合）   １4：１０～ 

Ｂコート   マックス10-13    マックス10-11 の勝者  ― マックス10-12 の勝者 

 

 

(※) パワフル６-8 でシードチームが勝ち上がった場合、前日のフレンドリーマッチパワフル６-1 の敗者とフレンドリ

ーマッチパワフル６-2 の敗者の対戦で勝利したチームが対戦する。 

シードチームがパワフル６-8 で負けた場合は、シードチームが対戦する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



対戦表 

 
 

 

 


