
2013 、32か国で開催された「F5WC THE WORLD FOOTBALL FIVES」は、2015 「F5WC Presented by 
Ford in JAPAN」(以下、「F5WC JAPAN」)を日本にて開催することを決定いたしました。
F5WCとは2013 にドバイでスタートした16歳以上のアマチュア選手を対象とした世界最大のアマチュア5人制
サッカー大会です。世界各国で予選大会が開催され、各国の優勝チームが、国を代表してドバイで開催される世
界大会に出場します。

2013‐2014 大会には全世界6大 から32か国が参加し、2014 4月にドバイのワールドトレードセンターにて
世界大会が開催されました。 は、 名クラブからスカウトが に れ、実 にマンチェスターシティと
チェルシーFCに2名の選手がスカウトされました。また、世界大会の模様はドバイの国営放送であるDubai Media
によって全世界80か国以上で中継されるなど、まさに世界最高レベル、最高峰の舞台で、アマチュアサッカー世
界一の座が決定される今大会は、いま世界中から注目されています。
第2回目となる2014‐2015 大会は、日本を含めた、世界48か国の参加が決定。2015 4月23日 25日の3日間
に渡りドバイで開催される世界大会への をかけ、予選大会が各国で実施されています。

日本では、2014 11月14日( )から「F5WC JAPAN」公式サイトよりエントリーが開 され、東京、 川、
埼玉、大阪など、全8会場で、2015 2月15日(日)より順次予選大会が実施されます。
各地域の予選大会を勝ち抜いた32チームが、3月15日(日)にフィスコフットサルアレナとしまえんにて開催され
る決勝大会へ進出し、ドバイへの をかけて競い合います。

F5WCについての詳しい情報はこちらからもご覧いただけます。

■「F5WC JAPAN」公式サイト
•Website： http://www.sportsone.jp/f5wc/
•Facebook： https://www.facebook.com/f5wcjapan

■「F5WC」公式サイト(英語)
•Website ： http://f5wc.com/
•Facebook： https://www.facebook.com/football5wc
•Twitter： https://twitter.com/football5wc
•Instagram： http://instagram.com/f5wc

＜報道関係各位＞

2014 11月14日

世界中で50万人以上が参加する世界最大の5人制アマチュアサッカー大会
「F5WC THE WORLD FOOTBALL FIVES」日本初開催決定！
2015 4月にドバイで開催される決勝トーナメント出場をかけて2015 ２月より日本予選開

株式会社サニーサイドアップ

「F5WC Presented by Ford in JAPAN」 2014 11月14日( )よりエントリー開始！！
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「F5WC」広報事務局（株式会社サニーサイドアップ）

〒151‐0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐23‐5 JPR千駄ヶ谷ビル
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＜「F5WC Presented by Ford in JAPAN」開催概要＞

大会名
（ ）

F5WC Presented by Ford in JAPAN
F5WC JAPAN

参加資格 16歳以上の男性(2015 3月15日現在）／現役プロ選手の出場はできません（Fリーグを含む）

参加チーム数
予選 東京4会場 埼玉1会場 川1会場 大阪2会場
※申込状況により予選大会追加の可能性もございます。
決勝 東京会場 32チーム

エントリー人数 予選・決勝とも 各チーム5名以上最大7名まで

エントリー時期 2014 11月中 予選終 まで
F5WC Presented by Ford in JAPANサイトよりエントリー

参加費
予選：25,000（税込）＋ 決勝：14,000(税込）
※ 内割、 割あり
※決勝参加チームはユニフォーム支給

優勝賞品 世界大会への出場権
世界大会に出場するF5WC日本チャンピオンチームのドバイまでの渡航費、宿泊費（食事付き）

大会形式

＜日本大会予選＞ 予選リーグ（4チーム×●グループ）1試合12分インターバルなし
決勝進出チーム決定トーナメント

＜日本大会決勝＞ 優勝トーナメント決定リーグ（4チーム×8グループ）1試合12分インターバルなし
→リーグ1位が決勝トーナメント進出
優勝決定トーナメント戦（8チーム）1試合12分インターバルなし
決勝のみ前後半8分間のハーフ(ハーフタイム2分)とする。

開催日程

＜日本大会予選＞ 東京 2月15日（日）・21日（土）・22日（日）・28日（土）
大阪 2月22日（日）・3月1日（日）
埼玉 2月28日（土）

川 3月1日（日）
＜日本大会決勝＞ 東京 3月15日（日）

会場

＜日本大会予選＞ 東京 フットサル台場／フットメッセ品川／
キャプテン翼王子／フィスコフットサルとしまえん

川 キャプテン翼横浜元町
埼玉 ラダースポーツ
大阪 J‐Green ／フットサル 地 or メイジフットサル

＜日本大会決勝＞ 東京 フィスコフットサルとしまえん

競技規則

基本的にはサッカールールを適用。以下、Ｆ５ＷＣ世界大会特別ルール。
■競技人数
5人制（キーパー1人、ピッチ4人）
■試合球
５号球（ローバウンドボール）を使用。
■試合時間
試合はランニングタイムを採用。
■選手交代
試合中の選手交代は にできる。いつでも主審の 可なしで、 でも選手交代ができる。
競技者がラインを越えて外に出るまで､交代者はピッチに入ることはできない。
■アウトオブプレー
ボールがサイドラインを割った場合は、スローインではなく、キックインとする。
ゴールキックはゴールクリアランスとなり、キーパーのスローで再開。
■スライドタックル
安全を考慮し、スライドタックル禁止とする。
■オフサイド
オフサイドルールは適用しない。
■フリーキック、キックイン（ 手チームは５ れる。）
■４秒ルール
フリーキック、キックイン、ゴールクリアランス、コーナーキックは４秒以内に わないといけない。
■警告と退場

レッドカード1枚、もしくはイエローカード2枚で退場。退場したチームは２分間、１名少ない状態で試合を
する。また、退場した選手はその試合には出場できない。
■すね当て
怪我防止のため、すね当てを着用する。
■審判
すべての決定権は審判員にあり、競技者は判定を覆す事は出来ない。

主催 F5WC Presented by Ford in Japan 運営事務局 (株式会社 サニーサイドアップ)

共催 株式会社スポーツワン
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■F5WC 2015 世界大会について
日本最終予選を勝ち抜いた1チームは、2015 4月にドバイで われる世界大会に出場することができます。
世界大会に出場するF5WC日本チャンピオンチームのドバイまでの渡航費、宿泊費（食事付き）は大会より
支給されます。

開催時期 2015 4月23日（ ） 25日（日）

場所 最終確認中

参加資格 F5WC presented by Ford in JAPAN 優勝チーム

参加チーム数 世界48か国より代表1チーム（48チーム）

大会形式
＜世界大会＞ リーグ戦による1次予選実施後、上位チームによる決勝トーナメントを実施
※ の可能性あり
＜ユニフォーム＞ 大会より公式ユニフォームを支給

宿泊先 最終確認中

航空会社 最終確認中

エントリー め り 決勝大会終 後1週間以内 優勝チームが辞退した場合は2位のチームに権 が 渡されます。

優勝副賞 豪華賞品
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■オフィシャル素材について

報道関係者向けプレスリリース・オフィシャル映像・画像・大会ロゴが必要な場合は、大変お手数ですが弊社まで、ご一報いただければ幸いです。

■エントリー申込みサイト(「F5WC JAPAN」公式サイト内)
http://www.sportsone.jp/f5wc/

■「F5WC JAPAN」公式Facebook

https://www.facebook.com/f5wcjapan

キービジュアル日本大会ロゴ


