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神戸電機産業カップ

BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2018
～兵庫県 県政150周年記念事業～※
※「県政150周年記念事業」平成30年度事業に申請中です

※情報解禁日 解禁設定なし （グループ分け、海外招待チーム追加、後援追加）
兵庫県サッカー協会と兵庫県フットサル連盟は、日本ビーチサッカー連盟、明石サッカー協会と共催で
国内外の強豪チームが参加する「神戸電機産業カップ BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2018」を開催します。

＜前回リリースからの追加事項＞
・海外参加チーム決定！
韓国より 「 ソウル恩平FS 」が参戦！
（ソウル ウンピョン エフエス：SEOUL EUNPYEONG FS）
・グループ分け および 対戦予定 が確定しました。
・後援、協力を追加・変更します。

大会名

神戸電機産業カップ BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2018
（こうべでんきさんぎょうかっぷ びーちさっかー あかし ふぇすた にせんじゅうはち）

大会概要

国内9地域+開催地枠及び海外招待チームによる親善試合
12チームを4ブロックに分けリーグ戦を実施、各グループ1位による決勝トーナメントを実施。
☆ 優勝チームには主催者より 神戸電機産業カップ・強化費 を授与。
日本ビーチサッカー連盟より 表彰状・ゴールドメダル を授与。
☆ 準優勝チームには主催者より 準優勝カップ・強化費 を授与。
日本ビーチサッカー連盟より 表彰状・シルバーメダル を授与。
兵庫県下のファンに、より良質なプレーを体感してもらうとともに普及活動に努める。

大会目的
開催日
会 場

２０１８年５月１２日（土）～１３日（日） 計２日間
明石・大蔵海岸公園 ビーチサッカーコート
（兵庫県明石市大蔵海岸通2-5 内 JR神戸線朝霧駅直結 ）

主 催
共 催

一般社団法人 兵庫県サッカー協会 NPO法人 兵庫県フットサル連盟
一般社団法人 明石サッカー協会 一般財団法人 日本ビーチサッカー連盟

後 援
協 力

明石市 明石市教育委員会 （株）神戸新聞社 （株）サンテレビジョン （株）ラジオ関西
BSC AKASHI AREIA DORSAL M.F.C／ASHIYA （株）神戸新聞事業社

特別協賛
協 賛

神戸電機産業 株式会社
(各社)

チーム紹介
☆海外招聘チーム
ソウル恩平FS
（読み：ソウル ウンピョン エフエス：SEOUL EUNPYEONG FS）
ソウル市北西部「恩平（ウンピョン）」のフットサルクラブがビーチサッカーに挑戦。
韓国フットサル代表、ビーチサッカー代表を擁し、
足技に長けたフットサルクラブがビーチサッカーでも躍動する！

☆国内地域枠
・アヴェルダージ熊本BS （本大会前年優勝チーム）
・琉球エリスリナ
（本大会前年準優勝チーム）
・ドルソーレ北九州 ・ソーマプライア沖縄
・東京ヴェルディBS （BS地域リーグチャンピオンシップ優勝経験チーム）
・レーヴェ横浜 ・ヴィアティン三重 ・LEON福岡
（第12回全国ビーチサッカー大会もしくは
第3回Beach Soccer地域リーグチャンピオンシップ ベスト４進出チーム）
・地域ビーチサッカーリーグ選抜チーム
☆開催地枠
BSC AKASHI AREIA（読み：びーえすーしー あかし あれいあ）https://www.akashi-areia.com/

2015年11月設立。
『AKASHI』は、チームの本拠地である『明石』。『AREIA』は、ポルトガル語で『砂』。
「とにかく夢中でビーチサッカーに取り組もう！！」をスローガンに掲げ、日本一を目指します！

DORSAL M.FC／ASHIYA（読み：どーさる えむ えふしー あしや）http://dorsalmfc.com/
2008年3月設立。
DORSALは『背部の』MはMuscleの頭文字で『筋肉』つまり『背筋』です！
ビーチサッカーを通じて兵庫県・芦屋市の発展に微力ながら貢献して参ります！
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グループA
東京ヴェルディBS
（東京都）
（関東BSリーグ）
ソウル恩平FS
(韓国・ソウル市)
（海外招待）
レオン福岡
(福岡県)
(九州BSリーグ)

グループB
グループC
DORSAL M.FC／ASHIYA アヴェルダージ熊本
（兵庫県：開催地枠）
(熊本県)

グループD
BSC AKASHI AREIA
（兵庫県：開催地枠）

（関西BSリーグ）

(九州BSリーグ)

（関西BSリーグ）

レーヴェ横浜
（神奈川県）
（関東BSリーグ）
ソーマプライア沖縄
(沖縄県)

ドルソーレ北九州
(福岡県)

琉球エリスリナ
(沖縄県)

(九州BSリーグ)

(九州BSリーグ)

ヴィアティン三重
(三重県)

地域ビーチサッカー
リーグ選抜

(九州BSリーグ)

(東海BSリーグ)

大会スケジュール
☆12チームを4つのブロックに分けグループリーグを行い、各グループ1位チームが決勝トーナメントに進出する。
☆順位決定については、勝ち点（勝ち３引分１負け０）、対戦成績、総得失点差、総得点差、抽選の順に決定する。
☆試合時間は、12分間3ピリオド制プレイングタイム。インターバルは3分。決勝Tのみ延長3分、3人づつのPKあり。

8：30～8：50

５月１２日（土曜日）
9:00～9:15

チーム受付

Matｃh01：【A】
Matｃh03：【C】
Matｃh05：【A】
Matｃh07：【C】
Matｃh09：【A】
Matｃh11：【C】

＜Aピッチ＞
東京V ｖｓ ソウル恩平
熊本 ｖｓ 北九州
東京V ｖｓ 福岡
熊本 ｖｓ 三重
ソウル恩平 ｖｓ 福岡
北九州 ｖｓ 三重

9：30～
10：45～
12：00～
13：15～
14：30～
15：45～

開会式

＜Bピッチ＞
Matｃh02：【B】 ドーサル芦屋 ｖｓ 横浜
Matｃh04：【D】 明石アレイア ｖｓ エリスリナ
Matｃh06：【B】 ドーサル芦屋 ｖｓ ソーマプライア

Matｃh08：【D】 明石アレイア ｖｓ 地域BS
Matｃh10：【B】 横浜 ｖｓ ソーマプライア
Matｃh12：【D】 エリスリナ ｖｓ 地域BS

５月１３日（日曜日）
9：00～9：25

チーム受付
＜Aピッチ＞

＜Bピッチ＞
9：30～9：45

Matｃh13：準決勝

10：00～

Matｃh15：決勝

12：30～

表彰式・閉会式

14：00～

Matｃh14：準決勝

※各種イベント、エキシビジョンマッチ、付随イベントなど実施予定。今後お知らせいたします。

チケット情報
☆観戦はすべて無料です。

関 係 団 体 Ｈ Ｐ
「日本サッカー協会」
「兵庫県サッカー協会」
「明石サッカー協会」

http://www.jfa.or.jp/
http://www.hyogo-fa.gr.jp

http://akashi-fa.com/

「日本ビーチサッカー連盟」 http://jbsf.or.jp/
「兵庫県フットサル連盟」 http://www.hyogofutsal.net
「大蔵海岸公園」 http://www.kobe-j.co.jp/okura/

※このリリースへのお問い合わせ
兵庫県サッカー協会 ビーチサッカープロジェクト
e-mail ：hyogofabeachsoccer@gmail.com
兵庫県フットサル連盟 早川まで
e-mail ：hff.jin.hayakawa@gmail.com
携

帯：０９０－１６７６－３８４３

（兵庫FAビーチサッカー）

神戸電機産業カップ
BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2017
＜明石市・大蔵海岸：全国ビーチサッカー大会開催時＞

＜BEACH SOCCER AKASHI FESTA 2017＞
優 勝：アヴェルダージ熊本BS
準優勝：琉球エリスリナ 第3位：DORSAL M.FC/ASHIYA ドルソーレ北九州

