
 

期 日  平成２９年７月２９日（土）～３０日（日）   

会  場   西郷村多目的広場運動場 

主 催  Vamos 福島ホワイトリバーフットボールクラブ 

        ＶＡＭＯＳ福島スポーツクラブ 

後 援  未 定 （白河市教育委員会・西郷村教育委員会申請中） 

Ｕ―６，Ｕ－８，Ｕ―１０，Ｕ―１２の４部門同時開催 

３．１１東日本大震災復興支援事業 



３．１１東日本大震災復興支援事業

第１６回奥の細道サッカーフェスティバル要項
１．趣 旨 （１）このフェスティバルを通して福島県はこんなに元気になってるぞ！

福島の子供たちはこんなに元気だぞ！ そんなことを実感していて
頂くことを大いなる目標に掲げこのフェスティバルを開催します！

（２） サッカーの試合だけでなく、イベントなどを盛り込み勝ち負けだ
けではなく、様々な思い出をプレゼントできるようにします！

（３）世界のリフティング王こと土屋健二氏によるデモンストレーショ
ン＆プチサッカー教室を開催します！超一流を体感して下さい！

２．主 催 Vamos 福島ホワイトリバーフットボールクラブ
ＶＡＭＯＳ福島スポーツクラブ

３．後 援 未 定 （白河市教育委員会・西郷村教育委員会申請中）

４．開催日 ７月２９日（土）～７月３０日（日） 雨天決行

５．会 場 福島県西郷村多目的広場運動場
※福島県西郷村大字熊倉字下山８

６．参加費 １００００円（各部門共に同じ）※Ｕ－６の部は除く

７．日 程 第１日目（２９日） 開会式 ＆ 土屋健二氏デモンストレーション
Ｕ－６の部 （幼 児） 総当り戦
Ｕ－８の部 （小学１～２年生） 予選リーグ並びに順位別決定戦
Ｕ－１０の部（小学３～４年生） 予選リーグ並びに順位別決定戦
Ｕ－１２の部（小学５～６年生） 予選リーグ並びに順位別決定戦

※学年別スピードコンテスト

第２日目（３０日） ９：００～１１：００頃 イベント
※学年別ドリブル・キック・リフティングコンテスト
Ｕ－８の部 （小学１～２年生）順位別トーナメント戦
Ｕ－１０の部 （小学３～４年生） 順位別リーグ戦

Ｕ－１２の部 （小学５～６年生） 順位別リーグ戦

☆閉会式は行いません。自チームの全試合が終了次第、本部前にて
表彰を受けて下さい。全チーム表彰！！

８．各部門内容
＜Ｕ－６の部＞ 市内外の幼児を４０名集め、当日４チームを編成しリーグ戦を行う。
＜Ｕ－８の部＞ 小学１年生～２年生の子供達で構成されたチームで２日間にわたって試合を行う。
＜Ｕ－１０の部＞ 小学３年生～４年生の子供達で構成されたチームで２日間にわたって試合を行う。
＜Ｕ－１２の部＞ 小学５年生～６年生の子供達で構成されたチームで２日間にわたって試合を行う。

いずれもスポーツ障害保険等に加入しているチーム及び選手であること

９．参加チーム数
＜Ｕ－６の部＞ ４チーム（市内・村内各保育園・幼稚園から４０名募集）
＜Ｕ－８の部＞ １２チーム
＜Ｕ－１０及び１２の部＞ 各１８チーム

計５２チーム

-1-



10．競技方法 ・Ｕ－６の部は、２９日（土）のみ実施。参加人数を当日４チームに
編成し（抽選により）試合を行う。

・Ｕ－８は６人制、Ｕ－１０は７人制、Ｕ－１２は８人制
・Ｕ－６、８、１０の部は、ミニゴールを使用
・Ｕ－１２の部は、少年用５Ｍゴールを使用
・Ｕ－６の部の試合時間は、前後半無しの１０分とする
（３試合行う。）

・Ｕ－８～１２の部の試合時間は、以下の通り
①Ｕ－ ８ １日目１０－３－１０ ２日目１２－３－１２
②Ｕ－１０ １日目１２－３－１２ ２日目１５－３－１５
③Ｕ－１２ １日目１５－３－１５ ２日目１５－３－１５

・本大会のローカルルールを適用する
・審判は、１人制を採用する（自チームの試合を自チームで行う）
・Ｕ－６の部は４チームによる総当り戦を行う。ただし順位は決しない。
・Ｕ－８の部は１日目３チームによる総当りリーグ戦を行い、その後
ブロック別同順位戦を行い１～６位を決定する。
２日目は、順位別トーナメント戦（１～３位トーナメント戦）を行う。

・Ｕ－１０，１２の部は１日目３チームによる総当りリーグ戦を行い、
その後ブロック別同順位戦を行い１～６位を決定する。
２日目は、順位別リーグ戦（１～６位リーグ戦）を行う。

・各部共に順位の決し方は以下の通り
・リーグ戦（１日目）の順位決定は、次のようにする
①勝ち点の多いチーム（勝ち３点・分け１点・負け０点）
②得失点差の多いチーム
③総失点の少ないチーム
④総得点の多いチーム
⑤対戦チームの勝敗
⑥抽 選
☆①～⑥の順番に適用していき順位を決するようになります。
・各部共に順位別決定戦で引き分けの場合は３人制のＰＫ戦を行う。
・Ｕ－８の部の順位別トーナメント戦（２日目）で引き分けの場合は、
３人制のＰＫ戦を行う。

・Ｕ－１０，１２の部の順位別リーグ戦（２日目）の順位決定は予選
リーグと同様。

・試合球は４号球とし主催者が準備する

11．表 彰 ＜Ｕ－８～１２の部共通＞
・参加者全員に参加賞を授与する。（初日に受付時に配布）
・全チーム 盾・賞状
・個人賞 優秀選手各チーム共に１名ずつ 記念盾
・イベント学年別１位入賞者 記念盾

12．大会事務局

ＶＡＭＯＳ福島スポーツクラブ

（Ｖａｍｏｓ福島ホワイトリバーフットボールクラブ）代表兼事務局

＜代表者名＞ 遠藤 淳
＜住 所＞ 福島県白河市五番町川原９５－１ 酒巻コーポＣ－５号
＜電 話＞ ０２４８－２３－００６８ （事務所）

０９０－５１８２－０５１７（携帯）
＜ＦＡＸ＞ ０２４８－２３－００６８
＜Ｅ - mail ＞ vamosfukushimasc@yahoo.co.jp
＜ホームページアドレス＞ http://vamos.org/
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第１６回奥の細道サッカーフェスティバル参加チーム

【Ｕ－８の部】１２チーム

チーム名 所在地
1 バンビーノＳ .Ｃ . 茨城県常総市
2 ヴェルディＳ・Ｓ宇都宮 栃木県宇都宮市
3 水石ＦＣ いわき市
4 田島ＳＳＳ 南会津田島町
5 モンターニャＦＣ 福島市
6 バイヤリーズ 郡山市
7 ＦＣブリーオ須賀川 須賀川市
8 鏡石ＦＣＳ 鏡石町
9 矢吹ＳＳＳ 矢吹町
10 ＦＣＲｅｇａｔｅ （レガッテ） 石川町
11 ホワイトリバーつばさ 白河市
12 ホワイトリバーみさき 白河市

【Ｕ－１０の部】１８チーム

チーム名 所在地
1 ＥＣ ＦＵＪＩＭＩＮＯ （ふじみの） 埼玉県川越市
2 ＦＣ．ＡＣＥ 宮城県仙台市
3 古河中央ＳＳＳ 茨城県古河市
4 ＭＦＣ三妻 茨城県常総市
5 バンビーノＳ .Ｃ . 茨城県常総市
6 水海道ＳＳＳ 茨城県常総市
7 ＦＥ．アトレチコ佐野 栃木県佐野市
8 ＯＭＦＣ 栃木県日光市
9 ヴェルディＳ・Ｓ宇都宮 栃木県宇都宮市
10 バンディッツいわき いわき市
11 モンターニャＦＣ 福島市
12 松川ＳＳＳ 福島市
13 白沢ＦＣ 本宮市
14 桑野サッカースポーツ少年団 郡山市
15 鏡石ＦＣＳ 鏡石町
16 ＦＣＲｅｇａｔｅ （レガッテ） 石川町
17 ホワイトリバーかざ 白河市
18 ホワイトリバーしげ 白河市

【Ｕ－１２の部】１８チーム

チーム名 所在地
1 ＥＣ ＦＵＪＩＭＩＮＯ （ふじみの） 埼玉県川越市
2 フリーダム新潟ＦＣジュニア 新潟県新潟市
3 ＦＣ．ＡＣＥ （エース） 宮城県仙台市
4 古河中央ＳＳＳ 茨城県古河市
5 ＭＦＣ三妻 茨城県常総市
6 水海道ＳＳＳ 茨城県常総市
7 ＯＭＦＣ 栃木県日光市
8 アルテーロＦＣいわき いわき市
9 田島ＳＳＳ 南会津田島町
10 モンターニャＦＣ 福島市
11 ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ （フォルテ） 福島市
12 白沢ＦＣ 本宮市
13 桑野サッカースポーツ少年団 郡山市
14 鏡石ＦＣＳ 鏡石町
15 近津ＳＳＳ 棚倉町
16 ＦＣＲｅｇａｔｅ （レガッテ） 石川町
17 Ｖａｍｏｓ福島ガールズ 白河市
18 Ｖａｍｏｓ福島ホワイトリバーフットボールクラブ 白河市
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開会式
＜７月２９日（土）＞ １０：５０～

進 行：玉井那直・渡辺和海 （ホワイトリバー６年）

役員・選手整列

開 会 の 言 葉 小針響舜（ホワイトリバー６年）

歓 迎 の 言 葉 薄井啓人 （ホワイトリバー主将）

競 技 上 の注意 松永和真 （ホワイトリバー５年）

選 手 宣 誓 山田一輝・山田大翔 （ホワイトリバー６年・３年）

閉 会 の 言 葉 鈴木大翔（ホワイトリバー６年）

選 手 退 場

※開会式終了後、引き続き下記の内容で土屋健二氏デモンストレーションを実施。

その後、本部前にて代表者打合せを行います。

土屋健二氏デモンストレーション
１１：０５～

（１）土屋健二氏の紹介

（２）デモンストレーション披露

※終了後、本部前にて代表者打合せを行います。
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