
Dear JAFA 

 

Hello I am Hyojin Pak from Assumption 

University of Thailand Flag  Football 

Club.  

Our club will host the Flag Football 

Invitation Cup#4 on 18-19th February in 

2023.  

IVC#4 is an international tournament 

that involves flag football teams from 

every continent.  

In previous IVC#3, teams from India and 

Japan participated in our tournament, 

and there will be more teams from various 

countries in 2023, IVC#4. 

 

In Thailand, an internal qualifying 

tournament for IVC#4 will be held in 

December. 

And I believe that this will be a stepping 

stone to motivate flag football 

communities around the world before the 

2024 IFAF World Championships, in 

Finland. 

 

We are looking forward to a response from 

Japan. 

Any questions would be appreciated. 

Thank you. 

JAFA の皆様へ 

 

こんにちは、アサンプション大学タイラン

ド・フラッグフットボール・クラブのパク・

ヒョジンです。 

私たちのクラブでは、2023 年の 2 月 18 日

～19 日に Flag Football Invitation Cup#4

を開催する予定です。 

IVC#4 は、各大陸のフラッグフットボール

チームが参加する国際大会です。 

 

前回の IVC#3 では、インドと日本のチーム

が参加しましたが、2023 年の IVC#4 では、

さらに様々な国のチームが参加する予定で

す。 

 

タイでは、12 月に IVC#4 の内部予選大会

が開催される予定です。 

 

そして、2024 年の IFAF 世界選手権、フィ

ンランド大会に向けて、世界のフラッグフ

ットボール界のモチベーションを上げる足

がかりになると思っています。 

 

 

日本からの回答をお待ちしています。 

何か質問があれば、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

 

  



Letter for Flag Football Invitation Cup#4  

  

 

Dear, Teams  

  

Flag Football Invitation Cup#4 is going to 

be held on 18th -19th February 2023 at 

Assumption University of Thailand. 

Assumption University Flag Football 

Club, the organizer of this event believes 

that IVC#4 will be the best opportunity to 

motivate players, teams, and growing flag 

football communities in the world. As a 

response to a huge needs of international 

flag football competition around Asia 

continental, we are channeling our great 

passion into developing the 4th Flag 

Football Invitation Cup in Thailand.   

 

As restrictions on entry into Thailand for 

foreigners are eased from July 2022, we 

hope that IVC #4 will deliver positive 

energy and new stimulation to players 

after pandemic. Flag football Invitation 

Cup#4 is a multicontinental tournament 

expecting grateful participations from 

every continent.  

Therefore, we ask for the support and 

participation of the teams to which this 

letter has been addressed.  

 

We are sincerely sympathizing with the 

value of the universality of this sport. And 

we would like to promote the balance 

between physical and strategic skills in 

Flag football which attract both players 

フラッグフットボール招致カップ#4 開催

のお知らせ  

  

各チームの皆様へ  

  

2023 年 2 月 18 日～19 日、タイ王国アサン

プション大学にて Flag Football Invitation 

Cup#4 が開催されます。本大会の主催者で

あるアサンプション大学フラッグフットボ

ールクラブは、IVC#4 が選手、チーム、そ

して世界のフラッグフットボール界を活性

化する最高の機会になると確信していま

す。アジア大陸でのフラッグフットボール

国際大会の大きなニーズに応えるため、私

たちは第 4 回フラッグフットボール招待杯

をタイで開催することに大きな情熱を注い

でいます。 

 

 

2022 年 7 月からタイへの外国人入国規制

が緩和される中、IVC#4 がパンデミック後

の選手たちにポジティブなエネルギーと新

たな刺激を与えることを期待しています。

フラッグフットボール招待杯#4 は、各大陸

からのありがたいご参加を期待する多大陸

大会です。 

つきましては、本状を送付されたチームの

皆様には、是非ともご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

私たちは、このスポーツの持つ普遍的な価

値に心から共感しています。そして、フラ

ッグフットボールの持つ身体能力と戦略性

のバランスを促進し、選手と観客の双方を

魅了したいと思います。フラッグフットボ



and audiences. Following texts and 

images will help you better understand 

the details of Flag Football Invitation 

Cup#4, and if you have any questions, 

please contact us below.  

  

  

Yours sincerely,        

  

          ASSUMPTION UNIVERSITY 

FLAG FOOTBALL CLUB  

 

ール インビテーションカップ#4」の詳細に

ついては、以下の文章と画像でご理解いた

だけますが、ご不明な点がございましたら、

下記までお問い合わせください。 

  

  

 

よろしくお願いいたします。       

  

          大学フラッグフットボール部 

Game days:18th February to 19th 

February 2023  

Venue:AssumptionUniversity 

uvarnabhumi Campus  

Address: 88 Bang Na-Trat Rd, Bang Sao 

Thong, Bang Sao Thong District,                                     

Samut Prakan 10540  

Organizer: Assumption University Flag 

Football Club Participation 

fee: 15,000 THB per team  

･  Including  

    Program service  

    Live streaming service  

    Meal during the tournament (1 meal 

per day)  

･  Optional (not included in participation 

fee)  

    Transportation  

    Accommodation Deadline                         

･  Registration form will be accepted by 

27th November 2022  

･  Team roster will be accepted by 17th 

Feb 2023  

･  Participation fee will be accepted by 

試合日：2023 年 2 月 18 日（土）〜2 月 19

日（日  

会場 ：アサンプション大学スワンナプーム

キャンパス  

住所：  88 Bang Na-Trat Rd, Bang Sao 

Thong, Bang Sao Thong District, Samut 

Prakan 10540                                      

主催者：アサンプション大学フラッグフッ

トボール部 

 参加費：1 チーム 15,000 バーツ  

・料金に含まれるもの  

    プログラムサービス  

    ライブストリーミングサービス  

    大会期間中の食事（1 日 1 食付）  

 

・オプション（参加費に含まれないもの）  

     

交通費  

    宿泊施設 

・締切日  参加申込書受付：2022 年 11 月

27 日（金）まで  

・チーム名簿受付：2023 年 2 月 17 日（月  

 

・参加費：2022 年 12 月 2 日（金）までに



2st December 2022  

Qualification: Flag Football clubs and 

teams 

 

Registration form  

Team roster  

 Injury waiver form  

 

  

Note   * Further participation process 

will be informed after the registration 

form submission.  

* Participation will be confirmed 

after participation fee payment.  

* Participation fee is non-

refundable under any circumstances. 

お支払いください。 

参加資格：フラッグフットボールのクラブ

およびチーム 

 

登録フォーム  

チーム名簿  

 傷害免責同意書  

 

  

注意事項 * 今後の参加手続きについては、

登録フォーム送信後にお知らせします。 

* 参加費入金後に参加確定となります。 

* 参加費はいかなる場合も返金できませ

ん。 

Rules: IFAF 5 on 5, Year 2021  

                                                    

 Officials: The games will be played under 

the supervision of 3 officials                                                     

(Referee, Down judge, Field Judge)  

Requirement  

･Every team must send 1 representative 

for captains’ meeting   

･Every team must send 2 officials for 

officials’ meeting   

･Every team must bring 2 Jerseys with 

different color  

･Every team must bring their Flags and 

belts  

Awards  

･Trophy for champion  

･Medals for 1st ,2nd ,3rd places  

･Trophy for MVP  

･Medal For Defense of the Games  

･Medal For Offense of the Games 

ルール：IFAF5 対 5、2021 年版  

                                                    

 オフィシャル： 3 名の審判員（レフェリ

ー、ダウンジャッジ、フィールドジャッジ）

の監督のもとで行われます。 

参加資格  

・各チームはキャプテンズミーティングに

代表者 1 名を派遣すること。  

・各チームともオフィシャルミーティング

に 2 名のオフィシャルを派遣してくださ

い。  

・ジャージ（色違い）2 着を持参すること。 

・フラッグ、ベルトは各チームでご用意く

ださい。 

表彰  

・優勝トロフィー  

・メダル ・ 1 位、2 位、3 位 

・ MVP トロフィー  

・MVP メダル ディフェンス 

              オフェンス 



Note 

* Meeting will be conducted online.  

*Meeting schedules will be informed after 

the registration form submission.  

*Officials must pass the online referee test 

provided by the tournament committee to be 

eligible.  

*MVP, Defense, and Offense of the Games 

will be chosen by voting with every teams.  

*Players cannot be officials of team.  

注意事項 

 * 会議はオンラインで行われます。 

* 会議の日程は、登録フォーム送信後にお

知らせします。 

* 審判員は、大会実行委員会が実施するオ

ンライン審判員テストに合格する必要があ

ります。 

* 大会 MVP、ディフェンス、オフェンスは

全チームの投票により決定します。 

* 選手はチームのオフィシャルにはなれま

せん。 

  

  

 


