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第１７回 澳門シニアサッカー回帰杯・邀請杯 ～

【大会趣旨】
ポルトガルから澳門が回帰したことを記念して開催されている大会で、今年で１７回目を迎える。サッカーを通じて
のご縁から、昨年の初参加から 2 大会連続の参加として、沖縄からシニアサッカーチームが参加することになった。
本大会は、８カ国８チームで争われる大会で澳門シニアサッカー協会からの招待にて毎年回帰記念日１２月２０日前
後に行われている。過去には、東アジアと日本以外にフィリピンやマレーシア、オーストラリアなども参加している。
【大会登録方法】
1 チームにつき 22 名の選手が参加可能。参加者は 40 歳以上であること。マカオ滞在期間の宿泊および交通費は本大会
本部（澳門）で用意。但し、滞在中の事故や病気の場合の諸々については責任を持てない故、自己責任で保険に入って
おくこと。
【主

催】：澳門シニアサッカー協会

【開 催 日】：２０１７年１２月１５日（金）〜１７（日）
【宿 泊 先】：澳門置地廣場酒店(THE LANDMARK MACAU HOTEL)
【参 加 国】：８チーム（７カ国）
Ａ組：中国・香港・台湾・澳門
Ｂ組：ポルトガル、韓国、日本（琉球）
、ベトナム（初参加）

合計：８チーム

【抽選会（記者会見）】
：２０１７年１２月１４日（木）１８：３０～
【宿 泊 先（香港）】：PRUDENTIAL HONGKONG（プルデンシャルホテル、恆豐酒店)
【試合規則】：年齢によって 3 クラス制
1．40 歳～45 歳（黄色の選手証）
2. 45 歳～49 歳（緑の選手証）
3. 50 歳以上 （赤の選手証）
＜試合開始時点の 11 名の編成は下記のとおりとする＞
40 歳以上の GK―1 名
40 歳～44 歳の選手―3 名
45 歳～49 歳の選手―3 名
50 歳以上の選手―4 名
● 選手を交代する回数は制限なし。交代で出てきた選手も、再度交代可能。但し、交代要員は同年齢クラスかそれ以上
のクラスの選手のみ可能。
（例）40～44 歳クラスの選手を 45～49 歳クラスの選手に交代は OK、逆は不可。
● 1 枚目のイエローカードは警告、2 枚目のイエローカードは退場および次の試合は出場不可。各試合で出たイエロー
カードはその試合のみ有効。
（次の試合には持ち越されない。）
● レッドカードの場合は残りの試合に出られない。
● 国際規定により、選手は「脛あて（シンガード）」を着用すること。
【試合内容】
● A 組（回帰杯）と B 組（邀請杯）に分かれ、各組 4 チームずつでトーナメント戦を行う。
勝ったチームは翌日の組別 1 位決定戦に出場する。残りの負けたチームで各組の 2 位、3 位、4 位を決定する。試合
時間はそれぞれ 60 分、前半 30 分、後半 30 分の間に休憩 10 分。
● 前述のトーナメント戦で負けた 6 チームは、各組の 2 位と 2 位、3 位と 3 位、4 位と 4 位同士で試合を行い、3 位か
ら 8 位までを決定する。試合時間は 60 分、前半 30 分、後半 30 分の間に 10 分の休憩。
● 優勝戦（各トーナメント戦の勝者）は、試合時間 80 分、前半 40 分、後半 40 分の間に休憩 15 分。
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● 試合が引き分けになった場合、PK（サドンデス）で勝負を決定する。
【 賞 】
総合優勝：優勝杯 1 個
準優勝：銀杯１個
最佳球員（ベストプレーヤー賞）：銀杯 1 個
神射手 1 位（ベストストライカー賞）：銀杯 1 個。
スコアが同数の場合は年齢が高い選手が獲得。
＜沖縄県シニアサッカーチームについて＞
チームは昨年に続いて２大会連続での参加となり、選手１９名、団長、事務局の２０名。選手は年齢別で構成され、
昨年参加した選手数名以外は、ほとんどが大会初参加となった。
【参 加 者】：選手：１８名＋監督兼団長、事務局１名 合計：２０名
【参加日程】：２０１７年１２月１４日（木）那覇国際空港発⇒香港空港着⇒フェリー⇒澳門フェリー港着
１２月１８日（月）澳門フェリー発⇒香港フェリー着（香港泊）
１２月１９日（火）香港空港発⇒那覇国際空港着
■１２月１４日（木）
那覇国際空港集合後、香港に向けて出発。香港空港到着後フェリーに乗り換えての澳門入りのため、香港空港にてト
ランジットや換金などを行った後、澳門フェリー港まで約１時間半の乗船となった。
澳門フェリー港到着後、直ぐにバス移動してホテルチェックイン後、
「本大会の記者会見及び抽選会」が大々的に開催さ
れ、Ａ組・Ｂ組のそれぞれで対戦相手、試合時間が確定した。

■１２月１５日（金）初戦当日
試合は昨年と同じく、第２試合１２：３０キックオフとなった。相手は昨年２試合目に戦って２－０で負けたポルト
ガル。初めての選手もいたこともあり、かなり緊張して硬さが見えた立ち上がりとなった。試合は早めに動く。ポルト
ガルが再三裏を取ってオフサイドになっていたが、前半半ばに琉球の裏を取り先制点をとる。その後、勢いにのり、フ
ィジカルで押してくる相手に追加を奪われ０－２。そして前半終了間際に微妙な判定でＰＫを奪われ、０－３で前半を
折り返す。ハーフタイムで巻返しを誓って、後半に突入。後半は、前半より落ち着いた試合運びとなり、五分五分で一
進一退の戦いとなり、沖縄チームもシュートを打てるようになってくる。しかし、前半よりよくなってきた後半２０分
頃に再度ＰＫを与えてしまい、０－４で試合終了。非常に悔しい初戦敗戦となった。
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Ａ組 ：

中国澳門 ０－１ 中国広州、

中華香港

Ｂ組 ：

韓国 ３－１ ベトナム、 ポルトガル

３－１ 中国台湾

４－０

日本琉球

■１２月１６日（土）大会２日目 １１：００ キックオフ
初戦で敗れたことで、Ｂ組での３位・４位順位決定戦である試合に臨んだ。相手は昨日開幕戦で、韓国に敗れた大会
初参加の「ベトナム」。昨日の試合を見る限り、初戦のポルトガルよりは劣るように思えるが、澳門在住のベトナム人が
数十名サポーターとして駆けつけており、かなり盛り上がって完全アウェーの雰囲気を出していた。
試合は、初戦からメンバーを入れ替えて望んだ琉球がベトナムと互角でスタートする。ベトナムは今日も数十名のサ
ポーターが駆けつけており、非常に盛り上がっていた。その声援を受けてベトナムがカウンターから先制点をあげる。
琉球も初戦の硬さは取れてシュートを放つが中々得点に至らない。そして、前半終了間際にＰＫを与えて０－２で前半
を折り返す。後半は琉球も再三チャンスを作り、攻め込むが中々得点が取れない。そんな後半 20 分くらいに、ＣＫから
背番号１７；藤林が合わせて、今大会琉球チームの初得点を挙げて１－２とする。しかし、ここからはベトナムのうま
い試合運びに時間を使われて２試合連続の敗戦となってしまった。明日は最終日となり、Ｂ組４位でＡ組４位と７位・
８位順位決定を行う。
Ａ組 ： 中国澳門 ３－２ 中国台北、
Ｂ組

：

ベトナム ２－１ 日本琉球、

中国広州 １－１ 中華香港（ＰＫ：広州）
韓国

１－０

ポルトガル

■１２月１７日（日）大会最終日 ９：００ キックオフ
大会最終日は朝一番の試合で、Ａ組４位の中華台との対戦となった。これまでの２試合と違って、最終戦で何とか勝
って沖縄に帰りたいとの気持ちが前面に出た試合となったが、カウンターから３試合連続の先制点を献上してしまう。
そして後半に入り、必死に攻め込むが得点を奪えず「０－３」で試合終了。本大会３連敗の勝ち点０で、８チーム８位
の最下位と非常に厳しい大会となってしまった。
最終日は、各組の順位同士が対戦して順位が確定。決勝は、昨年８連覇を阻止された韓国と昨年優勝の中国広州で昨年
と同一カードとなった。前半は１－１だったが、結果として「４－１」で韓国の優勝となり、第１７回大会の幕を閉じ
た
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＜大会最終日 最終日結果・順位＞
決勝
３位・４位決定戦

韓国
ポルトガル

４－１ 中華広州
２－１ 中華香港

５位・６位決定戦
７位・８位決定戦

ベトナム
中華台北

３－１ 中華澳門
３－０ 日本琉球

優勝：韓国、２位：中華広州、３位：プロトガル、４位：中華香港、
５位：ベトナム、６位：中華澳門、７位：中華台北、８位：日本琉球
■閉会式
決勝戦を前に参加全チームが試合会場に集まり、閉会の式典が行われた。地元の演舞や役員などとの記念撮影が会場
やピッチ上でも行われ決勝の試合前に雰囲気を盛り上げていた。

■１２月１７日（日）最終日 交流会セレモニー（さよならパーティ）
大会最終日ホテル近くのコンベンションセンターを大会で貸し切っての表彰式並びに各国各チーム同士の記念品の交
換や交流会が大々的に行われ、参加国全員が各国と触れ合う機会が設けられ、大会を締めくくった。
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【総括】
第１７回 澳門シニアサッカー回帰杯に日本代表として、２大会連続ここ沖縄から沖縄シニアサッカーチーム（日本）
として参加して来ました。これはサッカーを通じたご縁から国立台湾体育運動大学副学長：趙栄瑞氏のご尽力もありま
して、２０１７年大会２年連続の大会参加となりました。
本大会は、８カ国８チームで親善交流試合を目的とした素晴らしい大会であり、澳門サッカー協会の協力の下に盛大
に行われました。毎年、同じように開催されており、記者会見及び抽選会をはじめとして、最終日の交流パーティまで
本当に各国・各チームが食事やお酒を酌み交わし、それぞれのチームでの交流が行われていました。
今大会前の１０月に澳門シニアチームを沖縄に招待していることもあり、かなり顔馴染みで壇上に上がってのパフォー
マンスなども行って昨年よりも楽しめた最後の交流会であったと思う。
残念だったのは、８位の最下位で勝ち点０であったこと。沖縄（日本）として、昨年は手応えがあり、各チームも楽し
みにしていただけに厳しい結果である。次回、このようなチャンスがあれば、是非とも巻き返しを図りたいと節に思う。
昨年に続き、この澳門シニアサッカー大会を機に、今後東アジアとの交流をより深めていきながら、サッカーを通じ
ての交流を図って参ります。そして、沖縄をはじめとした日本や東アジアを中心とした架け橋の一端となれるように継
続しての国際交流が出来るよう、今後も活動を皆さまと共に行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

第１７回 澳門シニアサッカー大会事務局
屋敷
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寛明

