
(社）岩手県サッカー協会 キッズ委員会　　　　平成20年度事業計画　　（平成20年4月17日現在）

区分 支部 事業名 期日 時間 会場 備考

県北 JFA（U-6/U-8/U-9)キッズサッカ－
フェスティバル2008　いわて　in　くじ

4/27（日） 10:00～12:30 久慈市民体育館

県北 JFA（U-6/U-8/U-10)キッズサッカー
フェスティバル2008　いわて　in　いわてまち

6/22（日） 10:00～15:30 岩手町総合グランド

全県 創造電力ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾂ
キッズサッカーフェスティバル2008

7/5(土）・6(日） 8:00～17:00 岩手県営陸上競技場

県北 JFA（U-6/U-8)キッズサッカー
フェスティバル2008　いわて　in　にのへ

7/26(土） 10:00～12:30 天台の湯グランド

県北 JFA（U-6/U-8/U-10）キッズサッカー
フェスティバル2008　いわて　in　くずまき

8/3（日） 10:00～15:30 葛巻町総合運動公園

水北 JFA（U-10）キッズサッカー
フェスティバル2008　いわて　in　おうしゅう

8/10（日） 10:00～12:30 水沢競馬場内サッカー場

沿岸 JFAキッズ（U-6/U-8）サッカー
フェスティバル2008　いわて　　in　おおふな

9/23(火・祝） 10:00～12:30 大船渡河川敷グランド

水北 JFA（U-6/U-8)キッズサッカー
フェスティバル2008　いわて　in　おうしゅう

9/28（日） 10:00～12:30 水沢競馬場内サッカー場

全県 ユニクロキッズ（U-6）サッカー
フェスティバル2008

10/4(土） 8:00～17:00 岩手県営陸上競技場

水北 JFAキッズ（U-6/U-8）サッカー
フェスティバル2008　いわて　in　きたかみ

10/18(土） 9:00～17:00
北上市総合運動公園
（雨天時 小アリーナ）

水北 JFA（U-6/U-8/U-10)キッズサッカー
フェスティバル2008　いわて　in かねがさき

10/25(土） 10:00～12:30 森山総合運動公園

花巻 JFA（U-8)キッズサッカー
フェスティバル2008　いわて　in　はなまき

11/22(土） 10:00～12:30 花巻市民体育館

沿岸 JFAキッズ（U-6/U-8）サッカー
フェスティバル2008　いわて　　in　りくぜんたかだ

11/30(日） 10:00～12:30 サンビレッジ高田

県北
JFA（U-6/U-8)キッズサッカー

フェスティバル2008　いわて　in　はちまんたい 2/1（日） 10:00～12:30 八幡平市松尾アリーナ

県北 県北支部（U-8) 年3回予定 未定

盛岡 盛岡地区（U-8/U-10)

5/17（土）、6/7（土）、7/5(土）、
8/2（土）、9/6（土）、10/4(土）
12/6（土）、1/10（土）、1/17(土）

2/7（土）、2/14（土）、3/7（土）全12回

夏季
9:00～12:00
冬季

9:00～15:00

夏季　盛岡南公園球技場
・多目的広場

冬季　　岩手県営体育館

夏季小学12年生
冬季小学1234年生

花遠 花巻地区（U-8)
5/10(土）、7/12(土）、9/6(土）
10/25(土）、1/24(土）　全5回

9:00～11:00 戸塚森公園、桜台小学校

北上地区（U-8)

4/26（土）、5/24（土）、6/28（土）
7/26（土）、8/30（土）、9/27（土）
10/25(土）、11/29（土）、12/20（土）
1/24（土）、,2/28（土）3/28（土）全12回

9:00～13:00
北上市北部勤労者室内

運動場

北上地区（U-10)

4/5（土）、5/10（土）、6/７（土）
7/5（土）、8/2（土）、9/6（土）
10/4(土）、11/8（土）、12/6（土）

1/10（土）、2/7（土）、3/7（土）全12回

9:00～13:00 江釣子体育館

北上地区（U-12)
4/19（土）、5/17（土）、6/21（土）
7/19（土）、8/23（土）、9/20（土）
10/18(土）、11/22（土）、12/20（土）
1/17（土）、2/21（土）、3/21（土）全12回

9:00～17:00 江釣子体育館
12チームを午前6チーム
午後6チームに分けて

奥州地区（U-8)
7/12(土）、7/26(土）、8/9(土）
8/16(土）、9/13(土）、9/27(土）

10/11(土）　全7回
9:00～10:30

胆沢川桜づつみ広場
ふれあいの丘公園

少年団リーグと同日程で
開催

5/16(金）～5/18(日）
清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

（J－STEP）

水北 第1回JFA公認キッズ（U-6/U-8）
リーダー講習会

4/13（日） 9:30～16:00
東中通りふれあいセンター
旧東水沢中学校体育館

盛岡 JFA公認キッズリーダー講習会 5/24(土） 8:00～17:00 県営体育館

葛巻 JFA公認キッズリーダー講習会 6/1(日） 未定

大船渡 JFA公認キッズリーダー講習会 未定 未定

未定 JFA公認キッズリーダー講習会 未定 未定

各拠点 キッズリーダーリフレッシュ研修会 7月予定 未定

盛岡 JPクッション及びGボール講習会 2月予定 未定

通年随時 県内各地

通年随時 県内各地

常
設

ス
ク
ー

ル

4/25（金）～3/5（金）
　全34回

14:15～18:15 月が丘幼稚園

年中クラス　20名募集
年長クラス　20名募集
小１クラス　20名募集
小２クラス　20名募集

通年随時 県内各地

盛岡
IFAキッズ（U-6/U-8/U-10）
エリートプログラム　　盛岡

５/18（日）、5/25（日）、6/1(日）
6/15（日）、6/22(日）、7/20（日）
8/3（日）、8/24（日）、9/7（日）
9/21（日）、9/27(土）、10/12（日）
11/2（日）、11/16（日）、12/14（日）
12/21（日）、1/18（日）、1/25（日）

2/1（日）、2/8（日）　　全20回

9:00～12:30
県営運動公園補助競技場・
サンビレッジ紫波

年中クラス　20名募集
年長クラス　20名募集
小１クラス　20名募集
小２クラス　20名募集
小３クラス　20名募集
小４クラス　20名募集

水北
IFAキッズ（U-6/U-7）
エリートプログラム　水北

5/10（土）、5/17（土）、6/21(土）
6/28(土）、7/19（土）、8/2（土）
8/30(土）、9/6(土）、9/20(土）
9/27(土）,10/18(土）、10/25(土）
11/8(土）、11/22(土）、12/13(土）
1/10(土）、1/31(土）、2/7（土）
2/14(土）、2/28(土）　全20回

9:30～11:30 胆沢川桜づつみ広場
ふれあいの丘公園

水沢ふれあいの丘サブアリーナ

年中クラス　20名募集
年長クラス　30名募集
小１クラス　30名募集

交流 エリートプログラム　盛岡＆水北　交流会 7/27(日） 9:00～13:00 花巻市スポーツキャンプむら

6月予定 未定 県体協会館　会議室

9月予定 未定 県体協会館　会議室

12月予定 未定 県体協会館　会議室

3月予定 未定 県体協会館　会議室

*スケジュールは、諸事業により変更する場合があります。

フ

ェ
ス
テ

ィ
バ
ル

巡

回

指

導

幼稚園・保育園(所）

キッズインストラクター研修会

補
欠
０
リ
ー
グ 水北

450回目標
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第1回　キッズ委員会
第2回　キッズ委員会
第3回　キッズ委員会
第4回　キッズ委員会


