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平成２７年１２月１６日（水）・１９日（土）に、「平成２７年度第６４回全日本大学サ

ッカー選手権大会」の準決勝及び決勝が、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮と浦和駒場スタジア

ムで開催されます。	 

本大会は、全国の地域大学サッカー連盟の代表２４校による大会であり、J リーグへの

内定を受けている選手も多く出場します。	 

一回戦より勝ち進んだチーム同士により行われる準決勝及び決勝は、ハイレベルな試合

になることが予想されます。	 

また、決勝戦当日は、試合以外にも様々なイベントが企画されています。	 

なお、本件は、「さいたまスポーツコミッション」による誘致支援大会です。	 

	 

記	 

	 

１	 名称	 

	 アパマンショップ Presents	 平成２７年度第６４回全日本大学サッカー選手権大会	 

	 

２	 日時・会場	 

	 準決勝：平成２７年１２月１６日（水）	 １３時００分〜	 

	 	 	 	 	 ＮＡＣＫ５スタジアム大宮（さいたま市大宮区高鼻町４）	 

	 決	 勝：平成２７年１２月１９日（土）	 １２時００分〜	 

	 	 	 	 	 浦和駒場スタジアム（さいたま市浦和区駒場２−１−１）	 

	 

３	 入場料	 

	 ⑴	 前売券：８００円	 

	 	 →	 サークルＫサンクスやセブンイレブン、チケットぴあで購入可能です。	 

	 ⑵	 当日券：１０００円	 

「平成２７年度第６４回全日本大学サッカー選手権大会」が開催されます	 

記	 者	 発	 表	 資	 料（２７-０３２）	 

平成２７年１２月１０日（木）	 

<本状に関する問合せ先> 
 

スポーツコミッション事業担当	 矢作・松本	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：ssc@stib.jp	 

URL：http://saitamasc.jp/	 
	 

広報宣伝事業担当	 	 	 遊馬・五味	 

TEL：048-647-8338	 FAX：048-647-0116	 

E-MAIL：koho@stib.jp	 

URL：http://www.stib.jp	 

Twitter：@SaitamaTIB	 
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	 ⑶	 バックスタンド１Ｆ立見席：５００円	 

	 	 →	 決勝戦のみ適用。前売券の取扱いはありません。	 

	 ⑷	 埼玉県在住、在勤、在学の方は無料	 

	 	 →	 決勝戦のみ適用。チケット販売場にて、身分を証明できるものを提示すること	 

	 	 	 で、招待券が手渡されます。コピー等は不可。	 

※	 一回戦〜準決勝については、高校生以下は無料です（学生証の提示が必要です）。	 

なお、決勝戦については、小学生以下のみ無料となります。	 

	 

４	 付帯イベント（決勝戦のみ）	 

	 ⑴	 Ｊリーグ内定者によるサイン会	 

	 	 毎年大盛況のサイン会。プロになる選手と直接ふれ合うことができます。	 

	 ⑵	 大学説明ブース	 

	 	 関東リーグ所属の大学による説明会ブース。大学で本気でサッカーをやりたい人に	 

	 向けた内容になっています。	 

	 ⑶	 プレゼント抽選会	 

	 	 決勝戦でしか手に入らない限定グッズが当たります。	 

	 ⑷	 ハーフタイムショー	 

	 	 試合をさらに盛り上げるため、学生団体によるパフォーマンスが行われます。	 

	 

５	 主催	 

	 （公財）日本サッカー協会、（一財）全日本大学サッカー連盟	 

	 

６	 主管	 

	 （一財）関東大学サッカー連盟、東北地区大学サッカー連盟、	 

	 中国大学サッカー連盟	 

	 

７	 協力	 

	 さいたまスポーツコミッション	 

	 

８	 大会内容の問合せ先	 

	 （一財）全日本大学サッカー連盟	 

	 	 住	 所：東京都文京区本郷３−１０−１５	 ＪＦＡハウス７Ｆ	 

	 	 ＴＥＬ：０３−３８３０−１８５０	 

	 	 ＦＡＸ：０３−３８３０−１８５１	 

	 	 公式 HP：http://www.jufa.jp/	 

※	 当日取材をご希望の場合は、事前申請が必要です。（公式ＨＰより申請書のダウンロ

ードができます。オンラインでの申込みも可能です。）	 
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川口:川口市青木町公園総合運動場/相模原:相模原ギオンスタジアム/柏の葉:千葉県立柏の葉公園総合競技場/ゼットエー:ゼットエーオリプリスタジアム

浦和駒場:浦和駒場スタジアム/BMWス:Shonan BMW スタジアム 平塚/NACK5:NACK5スタジアム大宮

味フィ西:味の素フィールド西が丘/町田:町田市陸上競技場/江戸陸:江戸川区陸上競技場/夢の島:江東区夢の島競技場

アパマンショップPresents　平成27年度　第64回全日本大学サッカー選手権大会　トーナメント表

1回戦 2回戦 準々決勝 準決勝 決勝 準決勝 準々決勝 2回戦 1回戦

12月8日（火） 12月10日（木） 12月13日（日） 12月16日（水） 12月19日(土) 12月16日（水） 12月13日（日） 12月10日（木） 12月8日（火）

早稲田大学 関西学院大学

関東地区第1代表
4年連続32回目 3年連続19回目

関西地区第1代表 / 総理大臣杯優勝

高知大学
BMWス 13:30 【10】 【16】 夢の島 13:30

札幌大学
四国地区代表 プレーオフ枠

22年連続31回目 5年連続40回目

相模原 10:50 【1】 【8】 町田 13:30

愛知学院大学 九州産業大学

東海地区第2代表 九州地区第3代表
3年連続13回目 2年連続17回目

味フィ西 13:30 【18】 【20】 町田 13:30

桃山学院大学
常葉大学

浜松キャンパス
関西地区第3代表 東海地区第1代表

3年ぶり7回目 2年連続9回目

北海道教育大学
岩見沢校 北陸大学

相模原 13:15 【2】 【7】 町田 11:00

北海道地区代表 【15】 夢の島 11:00 北信越地区代表
   2年連続5回目   3年連続3回目

国士舘大学 流通経済大学

BMWス 11:00 【9】

関東地区第5代表 関東地区第4代表
3年連族26回目 3年連続10回目

BMWス 13:00 【22】 【21】 NACK５ 13:00
【23】

浦和駒場

12:00

福岡大学
関西地区第2代表 九州地区第1代表

阪南大学

4年連続17回目 16年連続40回目

福山大学
江戸陸 11:00 【11】 【13】

プレーオフ枠 プレーオフ枠
2年連続9回目 2年連続20回目

順天堂大学
川口 10:50

柏の葉 11:00 【3】 【5】 ゼットエー 11:00

鹿屋体育大学 大阪学院大学

九州地区第2代表 関西地区第4代表
7年連続19回目 8年ぶり2回目

大阪体育大学 仙台大学

味フィ西 11:00 【17】 【19】 町田 11:00

関西地区第5代表 東北地区代表
3年連続18回目 15年連続32回目

柏の葉 13:30 【4】 【6】 ゼットエー 13:30

中国地区代表 江戸陸 13:30 【12】 【14】 川口 13:15 東海地区第3代表
3年連33回目 2年ぶり37回目

IPU・環太平洋大学 中京大学

慶應義塾大学 明治大学

2年連続17回目 7年連続15回目
関東地区第3代表 関東地区第2代表


