
２０２２年度西日本ＯＢサッカー連盟中部地域豊田大会開催要項 

大 会 名  2022 年度西日本ＯＢｻｯｶｰ連盟中部地域「豊田大会」 

主 催  西日本ＯＢｻｯｶｰ連盟中部地域 

主 管  豊田ｼﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 名古屋 500 ｸﾛｳｽﾞ 

開 催 日 ＳＲ,Ｒｸﾗｽ   2022 年 6 月 10 日（金）９：00～16：00 

Ｖｸﾗｽ     2022 年 6 月 11 日（土）９：00～16：00 

     Ａｸﾗｽ     2022 年 6 月 12 日 (日）９：00～16：00 

              SR ｸﾗｽは 75 歳（1948.4.1 生まれ以前）以上、 

＊R ｸﾗｽは 68 歳（1955.4.1 生まれ以前）以上 

V ｸﾗｽは 60 歳（1963.4.1 生まれ以前）以上 

A ｸﾗｽは 50 歳（1973.4.1 生まれ以前）以上 

（B ｸﾗｽは近隣ﾁｰﾑと交流試合を開催） 

場 所 豊田市・運動公園陸上競技場/球技場 

※会場住所 〒471－0000 豊田市高町東山 83 

連絡先・大会本部  電話 090－9908－6951（中村 安秀） 

 

試合要綱 下記以外は（財）日本ｻｯｶｰ協会（ｻｯｶｰ競技規則）による。 

１． 試合時間 20－10－20（20 分ﾊｰﾌ） 

２． 選手交代 自由（一度交代した選手でも再出場できる） 

３． 試合球 ５号球（但し、R ｸﾗｽ以上は軽量 380g、V、A ｸﾗｽは軽量 400g） 

４． ﾊ ﾟ ﾝ ﾂ の 色 （ 可 能 な 限 り ） 90 歳 代 鶴 亀 、 85 歳 以 上 紫 、 80 歳 以 上 金   

70 歳代銀、60 歳代赤、50 歳代橙 

５． ｼｮﾙﾀﾞｰﾁｬｰｼﾞ、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｯｸﾙその他のﾗﾌﾌﾟﾚｰ 及び相手に傷害を与えるような危険なﾌﾟﾚｰ

は禁止します。 

６． 審判 主審は豊田ｼﾆｱ/名古屋 500 ｸﾛｳｽﾞ担当、副審は大会参加ﾁｰﾑで各１名を   

お願いします。「なお副審の方はｽﾊﾟｲｸ禁止 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞでお願いします」 

費 用 参加費 各ｸﾗｽ１ﾁｰﾑにつき 10,000 円 

     振込み先 三菱 UFJ 銀行 豊田南支店（店番号 408） 

          普通口座 1657556 

          ﾄﾖﾀｼﾆｱｴﾌｼｰ（豊田ｼﾆｱ FC） 

     振込み期限 6 月３日（金） （領収書は大会当日に配布します） 

そ の 他 １．ｺﾛﾅ感染対策用ﾁｪｯｸｼｰﾄ(別紙)各ﾁｰﾑで取りまとめて、大会当日に提出して下さい。 

２．感染防止のため、試合以外はﾍﾞﾝﾁ内も含めて、「ﾏｽｸの着用」を厳守願います。 

３．開会式、閉会式、表彰式は行いません。 

     ４．試合中の事故等については、緊急の対応及び応急処置の補助はします。 

     ５．各ﾁｰﾑ又は各自でｽﾎﾟｰﾂ保険の加入をお願いします。 

     ６．ｺﾞﾐは原則各ﾁｰﾑでお持帰り下さい、競技場内は禁煙となっております。 

   ７．大会ｽﾛｰｶﾞﾝ 

「ｹｶﾞをしない」「ｹｶﾞをさせない」はｼﾆｱｻｯｶｰ仲間の合言葉 ＊ﾚﾌﾘｰ・相手ﾁｰﾑに敬意をはらう 

 



2022.05.25

(１)カテゴリー SR・Ｒクラス

(２)開催日 ６月10日 金曜日  　 大会事務局 豊田シニアＦＣ

(３)会   場 豊田市運動公園 陸上競技場 　 大会総括窓口 立松茂樹/090-8329-2119

(組合せ表の左側がキックオフ/ベンチはコートに向かい左側) 会場責任者 立松茂樹/090-8329-2119

№ 主審 副審

豊田

三河R

三河R

三河R

三河R

三河R

三河R

三河R

岐阜R

岐阜R

豊田

三河SR

(１)カテゴリー Ｒクラス 　

(２)開催日 ６月１０日 金曜日 　 大会事務局 名古屋500CR

(３)会   場 豊田市運動公園 球技場 大会総括窓口 立松茂樹/090-8329-2119

(組合せ表の左側がキックオフ/ベンチはコートに向かい左側) 会場責任者 深津 英則/090-4088-1191

№ 主審 副審

名古屋

名古屋

各務原

名古屋

大阪

四日市

浜松怪童

各務原

名古屋

大阪

名古屋

名古屋

2022年度 西日本OB連盟/中部地域「豊田大会」   組合せ連絡  /   大会結果報告

時　間 対　戦　カ　ー　ド　＆　結　果

1 10:00 10:50 岐阜OB　R 三河ロイヤル　R 豊田

2 11:00 11:50 岐阜OB　SR 三河ロイヤル　SR 豊田

3 12:00 12:50 静岡中西部　SR 名古屋５００CR　SR 豊田

4 13:00 13:50 伊賀FCシニア　R 岐阜OB　R 豊田

5 14:00 14:50 名古屋５００CR　SR 岐阜OB　SR 豊田

6 15:00 15:50 三河ロイヤル　SR 静岡中西部　SR 豊田

7

 

時　間 対　戦　カ　ー　ド　＆　結　果

1 10:00 10:50 FC各務原フェニックスR 名古屋５００CR　R 名古屋

2 11:00 11:50 大阪FC　R 四日市FC　R 名古屋

3 12:00 12:50 浜松怪童　R FC各務原フェニックスR 名古屋

4 13:00 13:50 名古屋５００CR　R  大阪FC　R 名古屋

5 14:00 14:50 四日市FC　R 浜松怪童　R 名古屋

6 15:00 15:50 三河ロイヤル　R 伊賀FCシニア　R 名古屋

7

＜連絡事項＞

▽当日の駐車場 および 陸上競技場の「開門は８：３０」です。

バス・マイクロバスの駐車場、乗用車の駐車場に関しては、別添の「駐車場案内書」を参照ください。

特に、乗用車の「バス駐車スペースへの駐車」はご遠慮願います。

▽食中毒シーズンですので、｢弁当＋お茶｣は受付中止とさせていただきます。

各チームで昼食・飲料水等の準備をお願いします。



  組合せ連絡  /   大会結果報告 2022.05.25

(１)カテゴリー Ｖクラス

(２)開催日 ６月１１日 土曜日 大会事務局 豊田シニアＦＣ

(３)会   場 豊田市運動公園 陸上競技場 大会総括窓口 中村　安秀/090-9908-6951

(組合せ表の左側がキックオフ/ベンチはコートに向かい左側) 会場責任者 立松茂樹/090-8329-2119

№ 主審 副審

豊田シニア

豊田シニア

豊田シニア

伊賀FC

刈谷アゴーズ

岐阜OB

豊田シニア

新宮MTK

伊賀FC

福井

豊田シニア

豊田シニア

(１)カテゴリー Ｖクラス

(２)開催日 ６月１１日 土曜日 大会事務局 名古屋500CR

(３)会   場 豊田市運動公園 球技場 大会総括窓口 中村　安秀/090-9908-6951

(組合せ表の左側がキックオフ/ベンチはコートに向かい左側) 会場責任者 深津 英則/090-4088-1191

№ 主審 副審

名古屋500

名古屋500

名古屋500

FC各務原

浜松怪童

四日市FC

大阪FC

名古屋500

名古屋500

名古屋500

時　間 対　戦　カ　ー　ド　＆　結　果

1 10:00 10:50 豊田シニア 伊賀FCシニア 豊田シニア

2 11:00 11:50 刈谷アゴーズ 岐阜OB 豊田シニア

3 12:00 12:50 豊田シニア 新宮MTK 豊田シニア

4 13:00 13:50 伊賀FCシニア
ゴールドフェニックス　

　福　井
豊田シニア

5 14:00 14:50 新宮MTK 岐阜OB 豊田シニア

6 15:00 15:50
ゴールドフェニックス　

　福　井
刈谷アゴーズ 豊田シニア

7

～

時　間 対　戦　カ　ー　ド　＆　結　果

1 10:00 10:50 名古屋500
　　FC各務原　　　　

フェニックス
名古屋500

2 11:00 11:50 浜松怪童 四日市FC 名古屋500

3 12:00 12:50 大阪FC 名古屋500 名古屋500

4 13:00 13:50
　　FC各務原　　　　

フェニックス
浜松怪童 名古屋500

5 14:00 14:50 大阪FC 四日市FC 名古屋500

6

7
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＜連絡事項＞

▽当日の駐車場 および 陸上競技場の「開門は８：３０」です。

バス・マイクロバスの駐車場、乗用車の駐車場に関しては、別添の「駐車場案内書」を参照ください。

特に、乗用車の「バス駐車スペースへの駐車」はご遠慮願います。

▽食中毒シーズンですので、｢弁当＋お茶｣は受付中止とさせていただきます。

各チームで昼食・飲料水等の準備をお願いします。



  組合せ連絡  /   大会結果報告 2022.05.25

(１)カテゴリー Aクラス

(２)開催日 ６月１２日 日曜日 大会事務局 豊田シニアＦＣ

(３)会   場 豊田市運動公園 陸上競技場 大会総括窓口 中村　安秀/090-9908-6951

(組合せ表の左側がキックオフ/ベンチはコートに向かい左側) 会場責任者 立松茂樹/090-8329-2119

№ 主審 副審

豊田

豊田

豊田

伊賀

浜松

岐阜

四日市

大阪

伊賀

岐阜

豊田

豊田

(１)カテゴリー Aクラス(Bクラスは交流戦：第２、４，６試合；Bクラス)

(２)開催日 ６月１２日 日曜日 大会事務局 名古屋500CR

(３)会   場 豊田市運動公園 球技場 　 大会総括窓口 中村　安秀/090-9908-6951

(組合せ表の左側がキックオフ/ベンチはコートに向かい左側) 会場責任者 田中　泰/090-4152-2590

№ 主審 副審

名古屋

名古屋

名古屋-A

京都

豊田-B

名古屋-B

京都

各務原

名古屋-B

豊田-B

紅白戦

紅白戦

名古屋

名古屋

時　間 対　戦　カ　ー　ド　＆　結　果

1 10:00 10:50 豊田シニア 伊賀FCシニア 豊田

2 11:00 11:50 浜松怪童クラブ 岐阜OB 豊田

3 12:00 12:50 四日市FC 大阪フットボールクラブ 豊田

4 13:00 13:50 伊賀FCシニア 岐阜OB 豊田

5 14:00 14:50 大阪フットボールクラブ 豊田シニア 豊田

6 15:00 15:50 四日市FC 浜松怪童クラブ 豊田

7

8

時　間 対　戦　カ　ー　ド　＆　結　果

1 9:30 10:20 名古屋500-A 京都暁FC 名古屋

2 10:30 11:20 豊田シニアB 名古屋500-B 名古屋

3 11:30 12:20 京都暁FC
　　FC各務原　　　　

フェニックス
名古屋

4 12:30 13:20 名古屋500-B 豊田シニアB 名古屋

5 13:30 14:20
　　FC各務原　　　　

フェニックス
ニコルスFCシニア 名古屋

6 14:30 15:20 B紅白戦 B紅白戦

15:30 16:20 ニコルスFCシニア 名古屋500C-A 名古屋

2022年度 西日本OB連盟/中部地域「豊田大会」

8

名古屋

7

＜連絡事項＞

▽当日の駐車場 および 陸上競技場の「開門は８：３０」です。

バス・マイクロバスの駐車場、乗用車の駐車場に関しては、別添の「駐車場案内書」を参照ください。

特に、乗用車の「バス駐車スペースへの駐車」はご遠慮願います。

▽食中毒シーズンですので、｢弁当＋お茶｣は受付中止とさせていただきます。

各チームで昼食・飲料水等の準備をお願いします。


