
特 定 非 営 利 活 動 法 人 日 本 ア ン プ テ ィ サ ッ カ ー 協 会

西日本アンプティサッカーチャレンジカップ

西 日 本 ア ン プ テ ィ サ ッ カ ー チ ャ レ ン ジ カ ッ プ 大 会 実 行 委 員 会
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「障がい不問のオープン大会」
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ご挨拶

西日本アンプティサッカーチャレンジカップを開催するに当た
りまして、スポンサーの皆さま、そして関係する全ての皆さまの
ご支援とご協力に心より感謝を申し上げます。さて、日本アンプ
ティサッカー協会では、競技の普及と強化を図るために、西日本、
東日本それぞれの地域において長期リーグ戦形式よる大会を計画
していましたが、コロナの感染拡大防止の観点から大会の開催が
できずにおりました。今回は、短期集中開催によって移動のリス
クを最小限に抑えるとともに、気軽に大会に参加できるよう４人
制を採用することにいたしました。各人が積極的なプレーを心掛
けることによって、技術の向上とフィジカルの強化を図っていた
だきたいと思います。

特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会

理事長 武田 信平

この度「西日本アンプティサッカーチャレンジカップ」を開催
するにあたり、多くの関係者の皆様にご協力をいただくことがで
きました。皆様に厚く御礼申し上げます。西日本においては日本
アンプティサッカー協会が主催するイベントがコロナ禍の影響も
あり開催が滞っておりました。アンプティサッカーに日々取り組
んでいらっしゃる皆様にプレイをする機会を増やしていけるよう
に私たちも応援していきます。選手の中には久しぶりに大会に出
場する方もいらっしゃれば、はじめて大会に出場する方もいらっ
しゃるでしょう。ぜひ改めてこのアンプティサッカーの魅力を体
験してください。躍動感のあるプレーを期待しています。

特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会

最高顧問 セルジオ越後
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⼤会概要

大会名称 西日本アンプティサッカーチャレンジカップ（和表記）
Amputee Football Challenge Cup in WEST JAPAN （英表記）

主催 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会
主管 西日本アンプティサッカーチャレンジカップ大会実行委員会
後援 一般社団法人日本障がい者サッカー連盟

協力 富士通株式会社、日新火災海上保険株式会社、株式会社ミック、株式会社シーイーシー
シフトプラス株式会社、永伸商事株式会社ほか

開催期間 2023年 2月18日（土）：14:00 ‒ 18:00 /  2月19日（日）：10:00 ‒ 14:00
開催会場 フットサルドームPIVOX広島 （〒734-0012広島市南区元宇品町21-10）
試合形式 4人制試合（FP3名・GK1名）、10分ハーフ（インターバル5分）、タイムアウトなし
競技方式 両日ともにリーグ形式による試合
競技規則 日本アンプティサッカー協会の競技規則に準じる
対象 協会登録選手・スタッフ（ノン・アンプティプレイヤー；健常者の出場可）

エントリーチーム FC九州バイラオール（大分）、関西Sete Estrelas（大阪）、A-pfeile広島AFC（広島）
INVITES 兵庫AFC（兵庫）、Bonitos Kochi（高知）

開催条件 開催会場の定める中止基準に準じる
お問合せ リーグ事務局 league@j-afa.jp

西日本アンプティサッカーチャレンジカップ
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DAY1（2/18）

⼤会スケジュール

DAY2（2/19）

マッチ ホームサイド（左） ビジターサイド（右） キックオフ

M1 A-pfeile広島AFC vs INVITES 兵庫AFC 14:30

M2 FC九州バイラオール vs 関西Sete Estrelas 15:00

M3 INVITES 兵庫AFC vs FC九州バイラオール 15:30

M4 関西Sete Estrelas vs A-pfeile広島AFC 16:00

M5 A-pfeile広島AFC vs FC九州バイラオール 16:30

M6 関西Sete Estrelas vs INVITES 兵庫AFC 17:00

マッチ ホームサイド（左） ビジターサイド（右） キックオフ
M7 関西Sete Estrelas vs FC九州バイラオール 10:30
M8 INVITES 兵庫AFC vs A-pfeile広島AFC 11:00
M9 FC九州バイラオール vs INVITES 兵庫AFC 11:30
M10 A-pfeile広島AFC vs 関西Sete Estrelas 12:00
M11 INVITES 兵庫AFC vs 関西Sete Estrelas 12:30
M12 FC九州バイラオール vs A-pfeile広島AFC 13:00

表彰式・閉会式
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u Bonitos Kochi 出場辞退

u Bonitos Kochi 出場辞退



⼤会規定
競技運営
・競技責任者は審判員、記録員、運営補助員を統括する
・試合開始前に「マッチコーディネーションミーティング」を実施することを原則とする。なお出席者は競技責任者、両チーム代表、審判員とする
・大会本部責任者は常に厳正かつ客観的に任務を遂行する
・大会本部責任者は試合当日（試合前日も含む）、悪天候等不足の事態が発生した場合、中止を決定する役割を担う

ユニフォーム
・必ず正・副2着を用意し（どちらかに限りビブスの着用を許可するものの背番号のないビブスの着用は不可とする）、試合前に本部に提出するメンバー表には選手
の背番号が明確に表示されていなければならなくビブスの着回しは原則認めない。なおインナーの色はユニフォームの色と異なるものでも着用することができる。

試合⽅式
・試合球については大会実行委員会が指定した試合球を5球（5号通常球）用意し、試合はマルチボールシステムに準じて行う
・20分間の試合（前後半10分、インターバル5分、タイムアウトなし）

選⼿交代
・試合中の選手交代に回数の限りはない（同一選手が何度も出入りを繰り返しても良い）。ただし一度に交代できる人数は両チームそれぞれ2人までとする

警告/退場
・原則、競技規則に準拠してすすめる。警告の累積2枚及び退場を命じられた場合は次節の1試合を「出場停止」処分しベンチに入ることも禁止とする。また退場の
仕方次第では、大会実行委員会にて協議し次節以降のリーグ戦の出場について追加処分を行う場合がある

勝点制
・勝ち＝「3点」、引き分け＝「1点」、負け＝「0点」、不戦敗＝「-1点」とし、合計点数が多いチームを上位チームとし、順位を決定する。但し、勝点が同一の
場合は、次の順序により順位を決定する。当該チームの対戦結果の総勝点数、当該チームの対戦結果の総得失点差、当該チームの対戦結果の総得点数、警告・退
場数が少ないチーム、抽選とする。一方のチームの責に帰すべき理由により、開催不能または中止となった場合には、その帰責あるチームは原則として0対3で敗
戦したとみなし、勝ち点は不戦敗＝「-1」を適用する

その他
・大会実行委員会がチーム間でのレンタル出場が妥当と認めた場合に限りレンタル出場を認める。ただし、レンタル出場チーム先での得点などの記録はチーム記録
として反映されるものの、当該選手の個人記録としては反映されない
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競技をする上での注意事項
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クラッチへのテープ貼付け

フィールドプレ
イヤーは、1stユ
ニフォームの
ソックスと同じ
色のテープを
「40cm」両ク
ラッチそれぞれ
に貼付ける必要
があります

FP︓ソックスとレガース

残肢に「ソック
ス」と「レガー
ス」の装着が可
能である場合は
必ず着用する必
要があります

GK︓残肢の固定

FP︓ノン・アンプティプレイヤー プレイ中の残肢の使⽤禁⽌（反則⾏為）

ボールコントロールを行わない足はプレ
イ中は使用することはできません

区別を容易にするためにもシューズの色
を変える必要があります（裸足は不可）

ボール
コントロールを行う足

プレイ中に残肢（ボールコントロールを
行わはない足）が「グラウンド」や
「ボール」に少しでも触れてしまうと反
則となります

素肌もしくはインナー
の上から残肢を固定す
るために「サポーター
や伸縮テープ」などを
使用し残肢を固定する
必要があります

ユニフォームの上から
固定をすることはでき
ません、使用しない腕
のユニフォームは中に
しまう必要があります



オフサイド
・アンプティサッカーにオフサイドのルールはない

直接フリーキック
・競技者が次の反則のいずれかを相手競技者に対して不用意に、無謀に、または、
過剰な力で犯したと審判員が判断した場合、直接フリーキックが与えられる。
チャージする、飛びかかる、ける、またはけろうとする、押す、打つ、または、
打とうとする(頭突きを含む)、タックルする、または、挑む、つまずかせる、ま
たは、つまずかせようとする、クラッチでボールを触る（図1）、スライディン
グ（図2）、守備側が意図的にクラッチを広げて相手のプレイエリアを限定する
（図3）など。

キックイン
・すべての相手競技者は、キックインが行われる場所のタッチラインの上の地点
から6m以上離れなければならない。
・キックインから直接得点することはできない。

ゴールキック
・グラウンド上または空中にかかわらず、最後に攻撃側競技者が触れたボールの
全体がゴールラインを越え、得点とならなかったときに与えられる。
・ノーバウンドでハーフウェーラインを超えてはならない。

競技規則の⼀部抜粋
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競技のフィールド
・4x4に際して基準を24ｍ（タッチライン）×14m（ゴールライン）とする
・タッチライン：最大 42m
・ゴールライン：最大 25m
・センターサークル：半径3m 直径6m
・ペナルティエリア：6m×6m
・ゴール：フットサル用ゴールとする
・ペナルティエリア：ゴールの中心から6m離れたペナルティエリア上の中心点

競技者
・試合は、4人以下の競技者からなる2つのチームによって行われる。そのうち1人は
ゴールキーパーである。いずれかのチームが3人未満の場合、試合は開始も続行もされ
ない。なおメンバー表提出後のエントリー変更は原則認められない。
・試合開始前に全ての選手が審判員のチェックを受ける必要がある。

交代の進め⽅
・一度に交代できる人数は両チームそれぞれ2人までとする。
・交代が行われることについて事前に審判員に通知する。
・交代はハーフウェーラインの中央１箇所から行うことを原則とする。
・交代して退く競技者は、既に競技のフィールド外に出ている場合を除き、主審の承
認を得て競技のフ ィールドから離れる。

安全
・競技者は、すべての装身具(ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリングなど)は禁
止されており外さなければならない。装身具をテープで覆うことは認められない。た
だし残肢を地面につけないようにする為の装具等、競技を円滑に行う為の物（ヘッド
ギア・フェイスマスク等）に関しては審判員、競技責任者の了承を得た場合は使用可
能とする。

× ×
図1 図2 図3



チーム紹介

A-PFEILE
TEAM PROFILE

e-mail: afc.apfeile@gmail.com
HP: https://a-pfeile.jimdofree.com
Facebook:https://www.facebook.com/apfeile.hafc

広島県 2013年設⽴
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A-pfeile広島AFC



チーム紹介

BAILAOR
TEAM PROFILE

e-mail: mako@j-afa.jp
Facebook:https://www.facebook.com/fcBailaor/
Twitter:https://twitter.com/fckyushubailaor
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⼤分県 2011年設⽴

FC九州バイラオール



チーム紹介

9 SETE 
TEAM PROFILE

e-mail: kansaisete@gmail.com
HP:https://www.sete-estrelas.net/
Facebook:https://www.facebook.com/

kansaiSeteEstrelas
Twitter:https://twitter.com/seteestrelas_7

⼤阪府 2012年設⽴

関⻄Sete Estrelas



チーム紹介

INVITES 
TEAM PROFILE

e-mail: invites.hyogo@gmail.com 
Facebook:https://business.facebook.com/Hyogoamputee-

103675385147993/
Twitter:https://twitter.com/AfcInvites
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兵庫県 2021年設⽴

INVITES兵庫AFC



チーム紹介

TEAM PROFILE
e-mail: bonitoskochi2021@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id

=100072092272394
Twitter:https://twitter.com/bonitoskochi BONITOS 11

⾼知県 2021年設⽴

Bonitos Kochi

u Bonitos Kochi 出場辞退



JAFAパートナー & サプライヤー
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特定非営利活動法人

日本アンプティサッカー協会
Japan Amputee Football Association（JAFA）

〒113-8311
東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス 日本障がい者サッカー連盟内
［TEL］03-3818-2031［FAX］03-6684-4034
［公式WEBサイト］ http://j-afa.jp
［Eメール］ support@j-afa.jp


