
　　　　平成30年 1月27日 (土)、28日（日）
　　　　　　　　　外神スポーツ広場
　　　　　　　　　山宮スポーツ公園

　　　　主催　富士宮サッカー協会少年委員会
　　　　後援　富士宮サッカー協会
　　　　協賛　ミネオスポーツ
　　　　主管　大富士フットボールクラブ
　　　      　大富士フットボールクラブ後援会

大富士サッカーフェスティバル ～２０１７
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　富士根南サッカースポーツ少年団

 富士宮市

 静岡市清水区

 静岡市駿河区

 藤枝市

 藤枝市

　港サッカースポーツ少年団

　富士宮東サッカースポーツ少年団

　大富士フットボールクラブ

　藤枝明誠ＳＣジュニア

 三島市

 沼津市

 富士市

 牧之原市

 富士市

 焼津市

 富士宮市

 富士宮市

 藤枝市

　高洲南サッカースポーツ少年団

　藤枝東ＦＣジュニア

 浜松市中区

 浜松市中区

 賀茂郡河津町

 伊東市

 伊東市

 伊豆の国市

　吉原第一ジュニアサッカークラブ

　相良サッカースポーツ少年団

 下田市

 駿東郡長泉町

　清水エスパルスＵ-12三島

　相生フットボールクラブ

　浜松龍禅寺ＦＣ

　浜松蒲サッカースポーツ少年団

　アスルクラロ富士Ｕ-12

　高部ＪＦＣ

　静岡中田サッカースポーツ少年団

　エクセルシオールＦＣ

 浜松市東区

　長泉アミーゴス

　アスルクラロ沼津Ｕ12

参加チーム一覧

　アスルクラロ伊豆

　ＦＣレイマール

　Ｍａｒｅ ＦＣ

　ＦＡＣＴ ＳＣ

　ＦＣ下田

 沼津市



目的 参加チームの交流を通じ技術の向上と親睦を深めることを目的とする。

主催 富士宮サッカー協会少年委員会

後援 富士宮サッカー協会

協賛 ミネオスポーツ

主管 大富士フットボールクラブ、大富士フットボールクラブ後援会

日時 平成３０年 １月２７日 (土)  、２８日（日） 

受付　午前 ８時から（各会場にて）

表彰式　最終試合終了１５分後（各会場にて）

会場 ：外神スポーツ広場・ 山宮スポーツ公園

参加チーム　 Ｕ－１２　２４チーム

大会開催方法 ・８人制　サッカー大会

・第１日目：予選リーグ戦、第２日目：順位別トーナメント戦

・予選リーグ戦における順位決定方法は、以下の通りとする。

　Ⅰ.勝点（勝3　分1　負0）　Ⅱ.得失点差　Ⅲ.総得点　Ⅳ.対戦成績

　Ⅳまで一致の場合は抽選（コイントス）とする。

・リーグ戦後の順位決定戦が３０分で勝敗が決しない時は即PK戦（3人）とする。

・荒天等で予選リーグ戦が実施出来ない場合は「雨天用トーナメント表」により

　方法を変更する。

・トーナメント戦における同点の場合、延長戦は行わず、即PK戦（3人）とする。

・荒天にて第2日目が実施出来ない場合は、主管で検討し決定する。

・原則、雨天実施とする。

　尚、当日の変更は６時３０分頃、チーム連絡責任者に連絡を行う。

大会参加費 １チーム １０，０００円（第１日目、各会場にて受付）

競技規則 ・公益財団法人日本サッカー協会８人制競技規則に順ずる。（旧ルール）

　（但し人数制限なし）

・ピッチは68m×50mで5mゴールとし、選手は自由交代制を適用する。

・試合時間：全て３０分（15-5-15）とする。

　※第１日目が中止の時は、第２日目に雨天用トーナメント戦を行う。

・用具確認：担当審判員が行う。

・試合球：公認４号球とし、各チーム持ち寄りとする。

・「警告」「退場」等の罰則については、累積せず、その試合のみに適用する。

大富士サッカーフェスティバル ～２０１７
実 施 要 項



審判 ・主審/補助審判の２名とし、各チーム１名帯同をお願いします。

・上位トーナメント決勝戦、３位決定戦及び下位トーナメント決勝戦のみ

　副審（本部）あり。

・審判服の着用をお願いします。

・別紙、組み合わせ表にて実施します。

・試合前に本部にて審判試合記録カードを受け取り、試合後、対戦結果を

　本部に報告願います。

表彰 ・優　勝：クリスタルスタンド

・準優勝：クリスタルスタンド

・３　位：クリスタルスタンド

・敢闘賞 ：クリスタルスタンド （下位トーナメント優勝チーム）

・最優秀選手：１名（優勝チームより選出）

・優秀選手：４名（上位トーナメント ベスト４の各チームより選出）

　　　　　　１名（下位トーナメント優勝チームより選出）

　※表彰式（最終試合終了１５分後）への参加は対象チームのみで結構です。

　※１日目が雨天中止で２日目のみの場合、変更があること、ご了承願います。

その他 ・開会式は行いません。

・審判員判定に対し、何人たりともクレーム・暴言等を発してはいけない。

・試合終了後は相手チームベンチへの挨拶は省略し、速やかにベンチを空けて

　ください。

・各チーム責任者は、予選リーグ終了後に、第２日目の開始時間・会場をご確

　認の上、お帰りください。

・ケガ等事故が起きた場合、各チームで対応をお願い致します。

・雷が発生した場合、主審・大会本部は無条件に試合を中断又は中止とします。

　指導者は選手の安全確保に努め、直ちに避難願います。

　以降の試合進行は大会本部より別途お知らせします。

・会場周辺道路での乗降一切禁止です。

・会場周辺道路、駐車場内での事故については、一切責任を負いません。

・喫煙は指定された場所にてお願いします。

・公共施設の使用には十分注意して下さい。

・ゴミは各チームにてお持ち帰り下さい。

・テントは、各チームで必要に応じて用意願いします。

救急病院 当番医：救急医療センター　電話  0544-24-9999

問合せ先 実行委員長：平下　尚己（ひらした　なおき）

大富士サッカーフェスティバル ～２０１７
実 施 要 項



《予選ａブロック組み合わせ表》　１月２７日（土）

タイムスケジュール　会場：外神スポーツ広場　Ａコート（北側）

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

⑥ vs

⑦ vs

⑧ vs

⑨ vs

［a-1]　会場：外神スポーツ広場　Ａコート（北側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

［a-2]　会場：外神スポーツ広場　Ａコート（北側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

※本部で明日の開始時間、コートをご確認の上、お帰りください。
※翌日の朝、予選リーグの結果及び順位トーナメントの日程表をお配りしますので、
　各会場の本部にお寄りください。

　予選ａブロック

ｱｽﾙｸﾗﾛ伊豆 蒲

大富士

港

龍禅寺

ｱｽﾙｸﾗﾛ伊豆

蒲

マーレ

試合時刻 対戦 主審 補助審

マーレ

港 龍禅寺

大富士

09:00～09:35 マーレ 港

09:45～10:20

大富士

マーレ

ｱｽﾙｸﾗﾛ伊豆

港 ｱｽﾙｸﾗﾛ伊豆 蒲

10:30～11:05 港 龍禅寺

11:15～11:50

ｱｽﾙｸﾗﾛ伊豆

港

蒲

龍禅寺 蒲 大富士

12:00～12:35 龍禅寺 マーレ

12:45～13:20

蒲

龍禅寺 マーレ

大富士

大富士 ｱｽﾙｸﾗﾛ伊豆

a-2 ３位

13:50～14:25 a-1 ３位 a-2 ３位 a-1 １位 a-2 １位

　１位　　　　　２位　　　　　３位　　　　　４位　　　　　５位　　　　　６位　　　　　　

a-1 ２位

14:35～15:10 a-1 ２位 a-2 ２位a-1 １位 a-2 １位

a-2 ２位15:20～15:55 a-1 ３位



《予選ｂブロック組み合わせ表》　１月２７日（土）

タイムスケジュール　会場：外神スポーツ広場　Ｂコート（南側）

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

⑥ vs

⑦ vs

⑧ vs

⑨ vs

［b-1]　会場：外神スポーツ広場　Ｂコート（南側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

［b-2]　会場：外神スポーツ広場　Ｂコート（南側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

※本部で明日の開始時間、コートをご確認の上、お帰りください。
※翌日の朝、予選リーグの結果及び順位トーナメントの日程表をお配りしますので、
　各会場の本部にお寄りください。

　予選ｂブロック

吉原第一 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 藤枝明誠

吉原第一

ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津

藤枝明誠

富士根南 下田 静岡中田

富士根南

下田

静岡中田

静岡中田

試合時刻 対戦 主審 補助審

09:00～09:35 吉原第一 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 富士根南 下田

富士根南

09:45～10:20 富士根南 下田 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 藤枝明誠

10:30～11:05 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 藤枝明誠 下田

b-2 １位

11:15～11:50 下田 静岡中田 藤枝明誠 吉原第一

12:00～12:35 藤枝明誠 吉原第一 静岡中田

b-2 ３位

12:45～13:20 静岡中田 富士根南 吉原第一 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津

13:50～14:25 b-1 ３位 b-2 ３位 b-1 １位

　１位　　　　　２位　　　　　３位　　　　　４位　　　　　５位　　　　　６位　　　　　　

14:35～15:10 b-1 １位 b-2 １位 b-1 ２位 b-2 ２位

15:20～15:55 b-1 ２位 b-2 ２位 b-1 ３位



《予選ｃブロック組み合わせ表》　１月２７日（土）

タイムスケジュール　会場：山宮スポーツ公園　Ａコート（東側）

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

⑥ vs

⑦ vs

⑧ vs

⑨ vs

［c-1]　会場：山宮スポーツ公園　Ａコート（東側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

［c-2]　会場：山宮スポーツ公園　Ａコート（東側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

※本部で明日の開始時間、コートをご確認の上、お帰りください。
※翌日の朝、予選リーグの結果及び順位トーナメントの日程表をお配りしますので、
　各会場の本部にお寄りください。

　予選ｃブロック

　１位　　　　　２位　　　　　３位　　　　　４位　　　　　５位　　　　　６位　　　　　　

14:35～15:10 c-1 １位 c-2 １位 c-1 ２位 c-2 ２位

15:20～15:55 c-1 ２位 c-2 ２位 c-1 ３位 c-2 ３位

12:45～13:20 相生 ｴｽﾊﾟﾙｽ三島 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

13:50～14:25 c-1 ３位 c-2 ３位 c-1 １位 c-2 １位

11:15～11:50 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ 相生 高洲南 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士

12:00～12:35 高洲南 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 相生 ｴｽﾊﾟﾙｽ三島

09:45～10:20 ｴｽﾊﾟﾙｽ三島 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 高洲南

10:30～11:05 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 高洲南 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ 相生

試合時刻 対戦 主審 補助審

09:00～09:35 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ｴｽﾊﾟﾙｽ三島 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ

ｴｽﾊﾟﾙｽ三島

長泉ｱﾐｰｺﾞｽ

相生

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

高洲南

ｴｽﾊﾟﾙｽ三島 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ 相生

ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 高洲南

ｱｽﾙｸﾗﾛ富士



《予選ｄブロック組み合わせ表》　１月２７日（土）

タイムスケジュール　会場：山宮スポーツ公園　Ｂコート（西側）

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

⑥ vs

⑦ vs

⑧ vs

⑨ vs

［d-1]　会場：山宮スポーツ公園　Ｂコート（西側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

［d-2]　会場：山宮スポーツ公園　Ｂコート（西側）

勝 分 負 勝点 得失 総点 順位

- -

- -

- -

※本部で明日の開始時間、コートをご確認の上、お帰りください。
※翌日の朝、予選リーグの結果及び順位トーナメントの日程表をお配りしますので、
　各会場の本部にお寄りください。

　予選ｄブロック

　１位　　　　　２位　　　　　３位　　　　　４位　　　　　５位　　　　　６位　　　　　　

14:35～15:10 d-1 １位 d-2 １位 d-1 ２位 d-2 ２位

15:20～15:55 d-1 ２位 d-2 ２位 d-1 ３位 d-2 ３位

12:45～13:20 相良 レイマール 富士宮東 ＦＡＣＴ

13:50～14:25 d-1 ３位 d-2 ３位 d-1 １位 d-2 １位

11:15～11:50 高部 相良 藤枝東 富士宮東

12:00～12:35 藤枝東 富士宮東 相良 レイマール

09:45～10:20 レイマール 高部 ＦＡＣＴ 藤枝東

10:30～11:05 ＦＡＣＴ 藤枝東 高部 相良

試合時刻 対戦 主審 補助審

09:00～09:35 富士宮東 ＦＡＣＴ レイマール 高部

レイマール

高部

相良

ＦＡＣＴ

藤枝東

レイマール 高部 相良

富士宮東 ＦＡＣＴ 藤枝東

富士宮東



◇上位トーナメント（外神スポーツ広場　Ａ・Ｂコート）　１月２８日（日）

Ａ③

Ｂ③

Ａ④

優勝

a2位

Ａ②

Ａ⑦ Ａ⑥

Ｂ⑧

Ａ⑤

Ｂ⑤

a3位

d3位

b1位

b2位

a1位

d2位

Ａ①

Ｂ①

Ｂ②

b3位

c2位

c3位

d1位

Ａ⑧

c1位

Ｂ⑦ Ｂ⑥

Ｂ④



◇上位トーナメント組み合わせ表（外神スポーツ広場　Ａ・Ｂコート）　１月２８日（日）

外神スポーツ広場　Ａコート（北側）　タイムスケジュール

Ａ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

⑧ 13:40～14:15 VS

外神スポーツ広場　Ｂコート（南側）　タイムスケジュール

Ｂ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

⑧ 13:40～14:15 VS

Ａ④の負 Ｂ④の負 Ｂ⑤の負 本部

Ａ⑥の負 Ｂ⑥の負 協会
本部
(+副審)

Ａ②の負 Ｂ②の負 Ｂ③の負 本部

Ａ④の勝 Ｂ④の勝 協会 本部

Ｂ①の勝 b1位 協会 本部

Ｂ②の勝 d1位 協会 本部

c2位 a3位 本部 本部

a2位 c3位 本部 本部

Ａ⑥の勝 Ｂ⑥の勝 協会
本部
(+副審)

対戦 主審 補助審

Ａ③の勝 Ｂ③の勝 協会 本部

Ａ③の負 Ｂ③の負 Ａ⑤の負 本部

c1位 Ａ②の勝 協会 本部

Ａ①の負 Ｂ①の負 Ａ③の負 本部

b2位 d3位 本部 本部

a1位 Ａ①の勝 協会 本部

対戦 主審 補助審

d2位 b3位 本部 本部



◇下位トーナメント（山宮スポーツ公園　Ａ・Ｂコート）　１月２８日（日）

d4位

敢闘賞

a5位

Ｂ②

c6位
Ｂ④

Ａ②

d6位

Ｂ⑤ Ｂ⑦ Ｂ⑥

Ａ⑧

c4位

Ａ④
b5位

Ｂ①

a6位
Ｂ③

b4位

b6位

Ａ⑤ Ａ⑦ Ａ⑥

c5位

a4位

Ａ③
d5位

Ａ①



◇下位トーナメント組み合わせ表（山宮スポーツ公園　Ａ・Ｂコート）　１月２８日（日）

山宮スポーツ公園　Ａコート（東側）　タイムスケジュール

Ａ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

⑧ 13:40～14:15 VS

山宮スポーツ公園　Ｂコート（西側）　タイムスケジュール

Ｂ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

対戦 主審 補助審

d5位 b6位 a4位 本部

b5位 d6位 c4位 本部

a4位 Ａ①の勝 Ａ①の負 本部

c4位 Ａ②の勝 Ａ②の負 本部

Ａ①の負 Ｂ①の負 Ａ③の負 本部

Ａ③の勝 Ｂ③の勝 協会 本部

Ａ③の負 Ｂ③の負 本部 本部

Ａ⑥の勝 Ｂ⑥の勝 協会
本部
(+副審)

対戦 主審 補助審

c5位 a6位 b4位 本部

a5位 c6位 d4位 本部

協会 本部

Ｂ①の勝 b4位 Ｂ①の負 本部

Ｂ②の勝 d4位 Ｂ②の負 本部

Ａ④の負 Ｂ④の負 本部 本部

Ａ②の負 Ｂ②の負 Ｂ③の負 本部

Ａ④の勝 Ｂ④の勝



◇雨天用トーナメント（外神スポーツ広場　Ａ・Ｂコート）

第１日目予選リーグ戦が荒天等で実施できない場合、第２日目に上記トーナメント戦を行います。

表彰は、各トーナメント、優勝・準優勝及び優秀選手２名とさせていただきます。

Ａ①

Ｂ①

Ｂ③

Ａ⑤ Ａ⑦ Ａ⑥

Ａ③

Ｂ⑦ Ｂ⑥

Ａ⑧ 優勝

Ａ④

Ｂ②

Ｂ④

Ａ②

Ｂ⑤

藤枝明誠ＳＣジュニア

富士根南ＳＳＳ

ＦＣ下田

静岡中田ＳＳＳ

大富士ＦＣ

アスルクラロ伊豆

浜松蒲ＳＳＳ

Ｍａｒｅ ＦＣ

港ＳＳＳ

浜松龍禅寺ＦＣ

吉原第一ＪＳＣ

アスルクラロ沼津Ｕ12



◇雨天用トーナメント組み合わせ表（外神スポーツ広場　Ａ・Ｂコート）

外神スポーツ広場　Ａコート（北側）　タイムスケジュール

Ａ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

⑧ 13:40～14:15 VS

外神スポーツ広場　Ｂコート（南側）　タイムスケジュール

Ｂ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

対戦 主審 補助審

ｱｽﾙｸﾗﾛ伊豆 浜松蒲 本部 本部

ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 藤枝明誠 協会 本部

大富士 Ａ①の勝 Ｂ①の負 本部

吉原第一 Ａ②の勝 協会 本部

Ａ①の負 Ｂ①の負 Ａ③の負 本部

Ａ③の勝 Ｂ③の勝 協会 本部

Ａ③の負 Ｂ③の負 Ａ⑤の負 本部

Ａ⑥の勝 Ｂ⑥の勝 協会 本部

対戦 主審 補助審

Ｍａｒｅ 港 本部 本部

富士根南 下田 協会 本部

協会 本部

Ｂ①の勝 龍禅寺 Ａ①の負 本部

Ｂ②の勝 静岡中田 協会 本部

Ａ④の負 Ｂ④の負 Ｂ⑤の負 本部

Ａ②の負 Ｂ②の負 Ｂ③の負 本部

Ａ④の勝 Ｂ④の勝



◇雨天用トーナメント（山宮スポーツ公園　Ａ・Ｂコート）

第１日目予選リーグ戦が荒天等で実施できない場合、第２日目に上記トーナメント戦を行います。

表彰は、各トーナメント、優勝・準優勝及び優秀選手２名とさせていただきます。

Ｂ①

Ｂ③

Ａ⑤ Ａ⑦ Ａ⑥

Ａ③

Ａ①

Ｂ⑦ Ｂ⑥

藤枝東ＦＣジュニア

Ａ⑧ 優勝

Ａ④

Ｂ②

Ｂ④

ＦＣレイマール

高部ＪＦＣ

Ａ②

Ｂ⑤

相良ＳＳＳ

アスルクラロ富士Ｕ-12

エクセルシオールＦＣ

高洲南ＳＳＳ

清水エスパルスＵ-12三島

長泉アミーゴス

相生ＦＣ

富士宮東ＳＳＳ

ＦＡＣＴ ＳＣ



◇雨天用トーナメント組み合わせ表（山宮スポーツ公園　Ａ・Ｂコート）

山宮スポーツ公園　Ａコート（東側）　タイムスケジュール

Ａ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

⑧ 13:40～14:15 VS

山宮スポーツ公園　Ｂコート（西側）　タイムスケジュール

Ｂ 試合時刻

① 09:00～09:35 VS

② 09:40～10:15 VS

③ 10:20～10:55 VS

④ 11:00～11:35 VS

⑤ 11:40～12:15 VS

⑥ 12:20～12:55 VS

⑦ 13:00～13:35 VS

対戦 主審 補助審

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 高洲南 本部 本部

ＦＡＣＴ 藤枝東 本部 本部

ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 Ａ①の勝 協会 本部

富士宮東 Ａ②の勝 協会 本部

Ａ①の負 Ｂ①の負 Ａ③の負 本部

Ａ③の勝 Ｂ③の勝 協会 本部

Ａ③の負 Ｂ③の負 Ａ⑤の負 本部

Ａ⑥の勝 Ｂ⑥の勝 協会 本部

対戦 主審 補助審

ｴｽﾊﾟﾙｽ三島 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ 本部 本部

レイマール 高部 本部 本部

協会 本部

Ｂ①の勝 相生 協会 本部

Ｂ②の勝 相良 協会 本部

Ａ④の負 Ｂ④の負 Ｂ⑤の負 本部

Ａ②の負 Ｂ②の負 Ｂ③の負 本部

Ａ④の勝 Ｂ④の勝



外神スポーツ広場　富士宮市外神東町114番地
※グランド内禁煙
①、②：普通車　③：バス

国道139号
県道414号

P P

P

P

P

テニスコート

A

B

①

②

③



山宮スポーツ公園　富士宮市山宮2024番地
※グランド内禁煙
①：普通車　②：バス

国道139号

県道414号

P

P

A

B

②

P

①



国道139号

県道414号
P

時之栖ホテル

外神Ｇ

山宮Ｇ



大富士フットボールクラブ




