
                   

2016年7月25日 

報道関係各位                       「アットホーム F5WC JAPAN CHAMPIONSHIP」運営事務局 

 

 

 

 
 

 

 

「アットホーム F5WC JAPAN CHAMPIONSHIP」運営事務局は、2016年3月にタイのバンコクで開催され、日本代表チームが

世界2位の座に輝いた5人制アマチュアサッカーの世界大会「F5WC」の日本予選、第3回「アットホーム  F5WC JAPAN 

CHAMPIONSHIP 2016-2017」(以下、「アットホーム F5WC 2016-2017」)を2016年10月より開催することを決定いたしました。

2016年7月25日(月)より「アットホーム F5WC 2016-2017」公式サイト(http://f5wc.jp)にて参加者のエントリー受付を開始いたし

ます。 
 

第3回目となる日本大会では、東北、関東、東海、関西、九州エリアの30会場で2016年10月1日(土)より順次、予選大会を実

施いたします。各会場での予選大会を勝ち抜いた30チームに加え、特別推薦のチームを合わせた32チームが、2017年2月に

都内近郊(予定)で開催される決勝大会へ進出し、北京で開催される世界大会への切符をかけて戦います。また、大会を盛り

上げるアンバサダーとして、元サッカー日本代表の前園真聖氏が3大会連続で就任。自身のSNSやブログで情報を発信して

いくほか、日本大会決勝に来場し解説や表彰式でのプレゼンターを務める予定です。 
 

「F5WC」(Football Fives World Championships)とは、2013年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5人制アマチュアサッカー大会です。全6大陸32ヶ国で予選大会が開催され、各国で行われる予選大会の優勝チ

ームが、国を代表して世界大会に出場します。初開催となった2013-2014年大会では、ドバイのワールドトレードセンターで世

界大会を実施。会場には欧州リーグの有名クラブからもスカウトが視察に訪れると、イングランド・プレミアリーグの「マンチェス

ター・シティFC」と、「チェルシーFC」にUAE代表の選手2名がスカウトされ、ユースチームの合宿に参加しました。また、2016年

大会はアジア初となるタイ・バンコクで開催。元スペイン代表ミチェル・サルガドや、元イングランド代表のポール・スコールズが

アンバサダーとして、視察とエキシビジョンマッチに参加しに来るなど、世界中から注目されている大会となっています。 
 

日本が2回目の参加となった2015-2016年大会では、中央大学の学生を中心としたチーム「TamaChan」が日本代表として出

場。予選リーグでは、世界最大の予選大会を開催するアメリカと引き分けるも、トルコとインドを破り、予選を2位で通過。決勝ト

ーナメントでは強豪の南アフリカ、イングランド、アイルランドを熱戦の末破り、決勝に進出しました。決勝は惜しくもコロンビア

に敗れましたが、世界を相手に堂々の準優勝を飾り、加えてフェアプレー賞を受賞しました。日本代表チームからは、1名の選

手がタイのチームからオファーを受け、またもう1名の選手はオーストラリアのリーグに進み活躍するなど、選手自身も大会を

通じ夢を叶え、日本サッカーの実力を見せつけました。 
 

第4回目となる2016-2017年大会には、日本を含めた世界32ヶ国で予選を開催。日本予選「アットホーム F5WC 2016-2017」

を勝ち抜き、優勝したチームは、2017年5月～6月(未定)に、中国・北京で開催される世界大会に進出します。 

昨年、日本が世界 2位に輝いた 5人制サッカーの世界大会「F5WC」 

「アットホーム F5WC 2016-2017」開催決定！ 

北京での世界大会に向け、2016年 7月 25日(月)より国内エントリー開始！ 

2015-2016年世界大会の様子 

http://f5wc.jp/


【開催概要】 

正式名称： アットホーム F5WC JAPAN CHAMPIONSHIP 2016-2017 

略   称： アットホーム F5WC 2016-2017 

主   催： F5WC JAPAN CHAMPIONSHIP 2016-2017 運営事務局 

共   催： 株式会社サニーサイドアップ.、株式会社エフネットスポーツ 

特別協賛： アットホーム株式会社 

後   援： 一般社団法人日本フットサル施設連盟 

開催期間： 【予選】 2016年10月1日(土)～2017年1月8日(日)  【決勝大会】 2017年2月 

開催場所： 東北、関東、上信越、東海、関西、中国、四国、九州エリア全30会場 ★決勝大会： 都内近郊(予定) 

公式HP： http://f5wc.jp 

公式Facebook：  https://www.facebook.com/f5wcjapan 

公式Twitter： https://twitter.com/F5WC_JAPAN 

 

 

【アットホーム株式会社について】 

1967年創業、不動産情報サービス事業を展開する。全国約53,000店（平成28年7月時点）もの加盟・利用不動産店による「アッ

トホーム不動産情報ネットワーク」を基盤とし、不動産会社間の情報流通支援、一般消費者向けの不動産情報サイト「アットホ

ーム」の運営を行っている。 
 

【本  社】 東京都大田区西六郷4-34-12 

【代表者】 代表取締役 松村文衞   【創  業】 1967年12月 

【年  商】 235億3,820万円(2014年6月～2015年5月)   【従業員数】 1,409名(2016年6月末現在) 

【U R L】 http://athome-inc.jp/ 

【問い合わせ】 03-3580-7504(コミュニケーション・メディア事業部門 八木) 

【事業所】 

北海道、宮城、群馬、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、石川、京都、大阪、兵庫、広島、香川、福岡、大分、熊本、

鹿児島、沖縄に45カ所 

【加盟・利用不動産店数】 54,029店（2016年7月1日現在） 

 

 

■大会アンバサダー 前園真聖氏 コメント 

「日本予選が初開催されてから3回目のアンバサダー就任が決定して、とても嬉しく思います。前回は決勝大会だけでなく、

僕の故郷でもある鹿児島の予選大会も開催され、実際に視察をさせえいただいました。日本中で『F5WC』が広がってきて、ハ

イレベルな選手が参加したことで、結果的に日本代表が世界2位を勝ち取った事は、アンバサダーとしてもとても誇らしく思い

ます。年々、参加者のレベル上がってきているので、今大会も日本中からたくさんの人が参加し、“日本代表”という夢を叶え

て欲しいです。」 

 

■前回大会優勝・日本代表チーム「TamaChan」村本キャプテン コメント 

「前回大会『F5WC』に参加させていただき、優勝することができ、32歳にして初めて世界を経験させて頂くことができました。

この大会を通して、10歳も年齢が離れているチームメイトと絆をこの年齢で絆を深められたのは本当に人生の財産となりまし

た。今年は前回大会より認知度も上がり、よりハイレベルになるかと思いますが、今大会でもベストを尽くして頑張りたいと思

います！」 

 

 

【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、大会ロゴは、下記URL(Dropbox)にアップデートしております。 
 

http://urx2.nu/xkEx 
 

※「アットホーム F5WC FOOTBALL FIVES JAPAN CHAMPIONSHIP 2015-2016」の報道以外での写真使用、および二次使用

はご遠慮いただくようお願いいたします。 

※写真素材などに関しては、リリースがお手元に届いた貴紙、誌、番組のみの使用とさせていただきます。他紙、誌、番組へ

の素材の供与および掲載、オンエアは固くお断り申し上げます。 

※掲載、オンエアなどの予定が決定した場合、大変お手数ですが下記、PR事務局までご一報いただければ幸いです。 

 

http://f5wc.jp/
https://www.facebook.com/f5wcjapan
http://athome-inc.jp/
http://urx2.nu/xkEx


≪参考資料≫ 

参加資格 16歳以上の男性（2017年2月12日時点） 

★現役Jリーグ/Fリーグのプロ契約選手、海外プロチーム所属選手は出場することができません 

参加チーム数 

予選： 東北、関東、北信越、東海、関西、中国、四国、九州エリア全30会場 

※申し込み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・決勝ともに各チーム5名以上最大10名まで 

※ただし決勝大会のメンバー登録は7名まで、決勝大会と世界大会の出場メンバーは変更不可 

エントリー時期 
2016年7月25日(月)～1月7日(土)   

※「アットホーム F5WC JAPAN CHAMPIONSHIP 2016-2017」公式サイトよりエントリー 

参加費 予選：21,600円/1チーム ※早期申込割引あり ※決勝大会進出チームの参加費は発生しません。 

(1)早割（各予選大会開始日の3週間前まで）：19,440円/1チーム 

(2)学生割（高校生／大学生／専門学生）：17,280円／1チーム ※試合当日、受付にて学生書の提示が必要。 

(3)同級生割（中学/高校/大学の同級生チームメイト）：17280円/1チーム 

優勝賞品 世界大会への出場権 ／ 世界大会(北京)までの渡航費、宿泊費 

大会形式 

全試合8分ハーフ（ランニングタイム）※参加チーム数や会場の条件により変更する可能性あり 

＜日本大会予選＞ 

予選グループリーグ（勝点制）の後、上位チームによる決勝トーナメント 1試合前後8分ハーフ、3人制PK有り 

＜日本大会決勝＞ 

32チームによる予選グループリーグの後、各リーグ上位2チーム計16チームが決勝トーナメントに進出。 

★F5WC公式ルールは下記、ならびに公式HPでで御確認ください。 

開催日程 2016年10月1日(土)～2017年1月8日（日） 

会場 東北、関東、上信越、東海、関西、中四国、九州全30会場 ※別紙参照 

競技規則 「F5WC」世界大会特別ルールを適用。 

■競技人数： 5人制 (キーパー1人、フィールド4人)を採用。 

■試合球： 5号球(ローバウンドボール)を使用。 

■試合時間： ランニングタイムを採用。 

■選手交代： 試合中の選手交代は自由。いつでも主審の許可なしで、何度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ができない。 

■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、キーパーのアンダースローで再開。 

■スライディングタックル： 安全を考慮し、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： 相手チームは5m離れる。 

■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秒以内に行わないといけない。 

■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： 全ての決定権は審判員にあり、競技者は判定を覆すことはできない。 

参加者 

問い合わせ先 

株式会社エフネットスポーツ (埼玉県川口市東川口6-6-11)  

TEL : 048-290-1018/ FAX :048-290-1019/MAIL: event@f-netweb.com 

mailto:event@f-netweb.com


«開催会場＆スケジュール» 

 

【東北エリア】(1 会場) 

12/11(日) フットメッセ仙台長町 (宮城県仙台市) 

【関東エリア】(14 会場) 

10/01(土) キャプテン翼スタジアム東京北 (東京都北区) 

10/08(土) キャプテン翼横浜元町 (神奈川県横浜市) 

10/09(日) トミー・フットサル松戸 (千葉県鎌ヶ谷市) 

10/10(月・祝) ミズノフットサルプラザ千住 (東京都足立区) 

10/22(土) キャプテン翼スタジアム横浜元町 (神奈川県横浜市) 

10/29(土) フットボールコミュニティ美浜 (千葉県千葉市) 

11/03(木・祝) フットメッセ川口元郷 (埼玉県川口市) 

11/06(日) ミズノフットサルプラザ藤沢 (神奈川県藤沢市) 

11/13(日) 横浜ベイフットサルクラブ (神奈川都横浜市) 

11/20(日) キックス高崎 (群馬県高崎市) 

11/23(水・祝) フットメッセ大宮 (埼玉県さいたま市) 

12/03(土) キャプテン翼スタジアム東京北 (東京都北区) 

12/18(日) FFCモラージュ柏 (千葉県柏市) 

12/23(金・祝) ミズノフットサルプラザ調布 (東京都調布市) 

12/26(月) ミズノフットサルプラザ調布 (東京都調布市) 

 

【東海エリア】(3 会場) 

11/27(土) 愛知フットサルクラブ (愛知県長久手市) 

12/10(土) 浜松球 s 倶楽部 (静岡県浜松市) 

12/11(日) 豊田フットサルクラブルミナス (愛知県豊田市) 

【北信越エリア】(1 会場) 

11/23(水) 舞潟 OZ フィールド (新潟県新潟市) 

【関西エリア】(6 会場) 

10/16(日) キャプテン翼スタジアム新大阪 (大阪府大阪市淀川区)) 

11/03(日・祝) フットサルスクエア京都南 （京都府京都市) 

11/27(日) FUTMESSE海老江 （大阪府大阪市福島区) 

12/04(日) セレゾン 6-ai フットサルクラブ (兵庫県神戸市) 

12/18(日) キャプテン翼スタジアム天王寺 (大阪府大阪市天王寺区) 

01/08(日) FUTMESSE鶴見緑地 (大阪府大阪市鶴見区) 

【九州エリア】(2 会場) 

10/23(日) ディノフットサルクラブ (福岡県福岡市) 

10/30(日) フットサルポイント鹿児島 (鹿児島県鹿児島市) 

【中国・四国エリア】(3 会場) 

10/10(月・祝) ニッショクフットサル岡山 (岡山県岡山市) 

11/20(日) ミズノフットサルプラザ広島 (広島県広島市) 

12/04(日) トキワフットドーム （香川県高松市） 

 


