
  

 

   

【お問合せ先】 

豊川市教育委員会 スポーツ課 スポーツ係 戸苅 

TEL:0533-88-8036 Eメール：sports@city.toyokawa.lg.jp 

Ｊリーグのスカウトも注目！

第 1７回大学サッカースプリングカップ 201７が開催されます！！ 

平成 29年 3月 6日 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

 大学サッカーの強豪校が集う「大学サッカースプリングカップ２０１７」が、

豊川市サッカー場などで開催されます。シーズンの開幕に向けて、各大学がチ

ームを最終的に仕上げることを目的に、東海学生サッカー連盟が主催して開か

れている大会です。大学サッカーで活躍し、プロを目指す選手も多く参加しま

す。ぜひ、全国トップレベルのプレーをご覧ください。 

 なお、地域貢献として小学生を対象としたサッカー教室も開催されます。大

会に参加している同志社大学サッカー部員が、地元のサッカー少年たちを指導

します。 

記 

１ 日 程  

  平成２９年３月８日（水曜）～３月１１日（土曜） 

２ 会 場  

  豊川市陸上競技場（３／９）、豊川市サッカー場（３／１１）ほか 

３ 参加校  

  札幌大学、中央大学、青山学院大学、東洋大学、立正大学、中京大学、愛

知学院大学、常葉大学浜松キャンパス、阪南大学、同志社大学、大阪経済

大学 ※このほかオブザーバー参加あり。 

４ 入場料  

無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同志社大学サッカー部によるサッカー教室を同時開催 
 

日時：３月１１日（土曜） １３：００～１５：００ 

会場：豊川市サッカー場 

対象：豊川サッカー協会に所属する小学２・３年生 約６０名 

 

 

 



関係各位 

第 17 回 大学サッカースプリングカップ 2017 概要 

 

1. 名称    大学サッカースプリングカップ 2017 

2. 主催    東海学生サッカー連盟 

3. 主管    中京大学体育会サッカー部 

4. 後援        豊橋市教育委員会（予定）、豊川市教育委員会（予定）、蒲郡市 

        教育委員会（予定） 

5. 協力    豊橋サッカー協会、豊川サッカー協会、豊川高校サッカー部、 

        名古屋グランパス 

6. 目的    各大学がプレシーズンとして充実した準備ができる大会とする 

7. 日程    2017 年 3 月 8 日（水）〜11 日（土） 

8. 試合会場  豊橋市岩田運動公園（天然芝）、豊川市陸上競技場（天然芝）、  

        豊川市サッカー場（天然芝）、蒲郡市海陽多目的広場、 

9. 参加校   札幌大学、中央大学、青山学院大学、東洋大学、立正大学、中 

        京大学、愛知学院大学、常葉大学浜松キャンパス、阪南大学、 

        同志社大学、大阪経済大学（計 11 校、順不同） 

10. 宿泊先   ロワジールホテル豊橋  

               〒441-8061 愛知県豊橋市藤沢町 141 

11.懇親会   3 月 9 日（木）19：00 開始（18:40 受付開始） 

        ロワジールホテル豊橋２階「中華料理 豊華楼」 

12.試合方法  ⑴試合時間は 90 分とする。勝敗が決しない時は引き分けとす 

         る。 

        ⑵試合の競技規則は当該年度（財）日本サッカー協会の競技規 

         則による。交代に関しては人数制限を設けない。 

        ⑶審判に関しては A 戦の主審のみ東海学生サッカー連盟審判 

         部より派遣。副審、B 戦主審、副審については双方の大学よ 

         り選出。 

 

ご不明な点などございましたらいつでも連絡して頂きたく存じます。 

中京大学体育会サッカー部 朝倉 

090-4262-8317 

yo.asaku@gmail.com 



11:00 阪南大A × 中京大A 9:00 中央大A × 常葉大浜松A 11:00 札幌大学A × 名古屋学院大学A

11:00 中央大B × 常葉大浜松B 13:00 札幌大学B × 名古屋学院大学B

8日
（水） 13:00 同志社大A × 青山学院大A 13:00 東洋大A × 愛知学院大A 13:00 立正大A × 大阪経大A

15:00 同志社大B × 青山学院大B 15:00 東洋大B × 愛知学院大B 15:00 立正大B × 大阪経大B

9:00 同志社大A × 中央大A 9:00 阪南大A × 青山学院大A 9:00 東洋大A × 中京大A 11:00 大阪経済大学A × 名古屋学院大学A

9日 11:00 同志社大B × 中央大B 11:00 阪南大B × 青山学院大B 11:00 東洋大B × 中京大B 13:00 大阪経済大学B × 名古屋学院大学B

（木）
豊川市長観戦 13:00 常葉大浜松A × 札幌大A 13:00 愛知学院大A × 立正大A

懇親会
15:00 常葉大浜松B × 札幌大B 15:00 愛知学院大B × 立正大B

9:00 阪南大A × 中央大A 9:00 中京大A × 大阪経大A 9:00 常葉大浜松A × 立正大A

11:00 阪南大B × 中央大B 11:00 中京大B × 大阪経大B 11:00 常葉大浜松B × 立正大B

10日
（金） 13:00 東洋大A × 同志社大A 13:00 愛知学院大A × 札幌大A 13:00 青山学院大A × 名古屋経済大学A

15:00 東洋大B × 同志社大B 15:00 愛知学院大B × 札幌大B 15:00 青山学院大B × 名古屋経済大学B

9:00 同志社大A × 札幌大A 9:00 阪南大A × 東洋大A 9:00 中京大A × 中央大A 13:00 11:00 愛知学院大A × 大阪経大A

11:00 同志社大B × 札幌大B 11:00 阪南大B × 東洋大B 11:00 中京大B × 中央大B 13:00 愛知学院大B × 大阪経大B

11日
（土） 13:00 13:00 常葉大浜松A × 青山学院大A 13:00 立正大A × 四日市大学A ×

15:00 常葉大浜松B × 青山学院大B 15:00 立正大B × 四日市大学B ×

2017 スプリングカップ日程（案　2/17現在）

愛知学院大学G

名古屋学院大学G

名古屋学院大学G豊橋岩田G

豊橋岩田G

蒲郡海陽多目的G　A

蒲郡海陽多目的G　A

豊川陸上競技場 蒲郡海陽多目的G　B蒲郡海陽多目的G　A

蒲郡海陽多目的G　B

蒲郡海陽多目的G　B

豊川市サッカー場 蒲郡海陽多目的G　C

サッカースクール

蒲郡海陽多目的G　B蒲郡海陽多目的G　A

サッカースクール

30min×3本

45分ハーフ

35分ハーフ

45分ハーフ

35分ハーフ


