


ユニクロサッカーキッズ！in 岩手県営運動公園陸上競技場

開 催 日
２０１１年 １０月 ２日（日）

午前の部 ８：３０受付開始 → ９：３０開会式
（６０チーム） １２：００終了予定

午後の部 １２：００受付開始 → １３：００開会式
（６０チーム） １５：３０終了予定

申込方法
申込書に必要事項を記入の上、フェスティバル事務局まで申し込み
e-mail、FAX、郵送で受け付けします。

申込締切
２０１１年 ９月２２日（木）１８：００必着
参加申込者には、事務局よりフェスティバル詳細をご連絡致します。

応募資格
６歳以下（年長・年中）の幼児
＊ 経験の有無、男女は問わない、お友達、近所の集まりでも可
＊ チーム・個人でもＯＫ
＊ チームの場合：８人～１６人で構成されたチーム

（1チームにつき、ピッチ内責任者２名をつけて下さい）
＊ 個人参加の場合：事務局でチーム振り分け当日スタッフ対応

参加チーム／参加者の決定
参加は先着順により決定し、応募数が定員になり次第締め切ります。

傷害保険
主催者にて行事参加者傷害保険には加入致しますが、保証の内容は
必ずしも手厚いものとはいえませんので、原則参加選手の負傷に
ついては主催者にて応急処置のみ行い、それ以外は各チーム・個人
の責任と致しますのでご了承下さい。

雨天の場合
10月2日（日）当日朝６時００分に決定致します。
中止の場合は、１０月８日(土)に延期致します。
岩手県サッカー協会ホームページ上で確認
・パソコンの場合 http://fa-iwate.com
・携帯の場合 http://mw.fa-iwate.com

競技規則
１．試合形式 原則８人制の試合を各チーム３試合行う

（勝敗の発表はしません）
２．交代 選手交代は自由とする
３．試合時間 前半５分（インターバル１分）後半５分
４．ピッチサイズ 縦３０ｍ×横１５ｍ（目安）
５．ゴール 高さ１ｍ×幅２ｍ（ミニゴール）
６．ボール ３号球スポンジボール

(主催者側で用意します）
７．ユニフォーム ユニクロより人数分（半袖・上衣）を当日

配布致します。当日は支給されたものをご
着用ください。パンツ・ストッキング・
シューズ等は各自でご準備下さい。

（運動しやすい服装）
８．審 判 運営側で担当致します。
９．そ の 他 シューズは運動しやすいものとします。

（スパイク禁止）
駐車場

当日、駐車場ならびに周辺が大変混雑すると予想されます。
できる限り乗り合いまたは公共交通機関のご利用をお願い
致します。

その他
・参加者にはユニクロ・日本サッカー協会より参加賞を差し
上げます。

・ＪＦＡキッズ（Ｕ－６）サッカーフェスティバルをより多く
の方々に知って頂き、私どもの取り組み（ＪＦＡキッズプロ
グラム）をより充実・普及させるために、本フェスティバル
に参加される選手・保護者の皆様の映像・写真を主催者・
特別協賛社等で使用させていただく場合がございますので、
予めご了承下さい。

・保護者の方もピッチレベルでの応援ができますが、ハイヒール
などでの入場はできません。運動靴でご来場下さい。

しゃしゃ

応募・問合せ先
社団法人岩手県サッカー協会 ユニクロサッカーキッズ！フェスティバル事務局
申込E-mailアドレス：kids@fa-iwate.com ＨＰ http://www.fa-iwate.com

ＴＥＬ：019-681-8010 ＦＡＸ：019-681-8012 お問合せ時間平日 9:00~18:00（担当：蝦名）

1010月月22日日ユニクロサッカーキッズ！ユニクロサッカーキッズ！ 参加申込書参加申込書

参加希望： 午前の部・午後の部・どちらでも （該当に○）

申込人数 （ ）人 内訳 男（ ）女（ ）

構成 年中（ ） 年長（ ）

参加チーム名：

個人参加者氏名（フリガナ）
１

２

３

４

５

６

７

連絡責任者氏名（フリガナ）

責任者住所 〒

連絡先 TEL FAX                                 E-mailアドレス

何で知りましたか？ （該当に○）
県協会ホームページ、幼稚園・保育園への案内、新聞
その他（ ）

参加区分： チーム・個人参加 （該当に○）

＊個人情報は、本フェスティバル・キッズ関連事業案内のみに
使用させていただきます。



ユニクロサッカーキッズ！in 岩手県営運動公園陸上競技場
～午後の部限定 沿岸部の子どもたちをバスでご招待いたします～

募集期日
２０１１年 １０月 ２日（日）

午後の部 １２：００受付開始 → １３：００開会式
（６０チーム） １５：３０終了予定

募集定員
７コース（右表参照）
各コース大型バス1台につき 定員４０名（引率者含む）
７コース 各８０名募集（合計１４台分）
＊各コース２台目最少運行人数２０名

申込方法
参加申込書（別紙）と併せて、バス利用申込書に必要事項を
記入の上、フェスティバル事務局まで申し込み
E-mail、FAX、郵送で受け付けします。

申込締切
２０１１年 ９月２２日（木）１８：００必着
バス利用者には、事務局より詳細をご連絡致します。

バス利用条件
ユニクロサッカーキッズ！午後の部に参加する
沿岸部の６歳以下（年長・年中）の幼児と引率者
＊ チーム・個人参加どちらでもバス利用可能
＊ 個人参加の場合は、参加幼児1名に対して、引率者1名までを

基本とする。
＊ 引率者１名で、参加幼児の複数名の乗車可。
＊ チーム（団体）の場合は、バス引率必要人数に応じて

ご協力をお願いします。

バス利用の決定
バス利用申込順により決定し、応募数が定員になり次第締め切ります。

バス募集コース（全７コース）

①号車 野田駅8：30 ＝ 久慈駅8：50 ＝九戸ＩＣ～盛岡ＩＣ ＝会場
（休憩場所 〇道の駅おりつめ 〇岩手山サービスエリア）

②号車 普代村役場7：45 ＝ 道の駅たのはた8：00 ＝ 岩泉駅8：45 ＝会場
（休憩場所 〇道の駅いわいずみ 〇道の駅三田貝分校）

③号車 グリーンピア三陸みやこ8：20 ＝ 宮古駅前8：50 ＝会場
（休憩場所 〇道の駅やまびこ館 〇道の駅区界高原）

④号車 岩手船越駅前8：00 ＝ 宮古駅前8：50 ＝会場
（休憩場所 〇道の駅やまびこ館 〇道の駅区界高原）

⑤号車 大槌・ローソン大槌バイパス店8：00 ＝ 釜石駅8：20 ＝ 東和ＩＣ～
盛岡ＩＣ ＝会場

（休憩場所 〇道の駅 風の丘 〇道の駅とうわ 〇紫波サービスエリア）

⑥号車 大船渡市役所8：00 ＝ 東和ＩＣ～盛岡ＩＣ ＝会場
（休憩場所 〇道の駅 風の丘 〇道の駅とうわ 〇紫波サービスエリア）

⑦号車 陸前高田 サンビレッジ高田8：00 ＝ 東和ＩＣ～盛岡ＩＣ ＝ 会場
（休憩場所 〇道の駅 風の丘 〇道の駅とうわ 〇紫波サービスエリア

備考

＊状況等により、時間等が若干変更になる場合もございます。
＊フェスティバル会場到着は、11:00～11:30を予定しております。
＊会場到着後に、各自ご持参の昼食をとって頂きます。

しゃしゃ

応募・問合せ先
社団法人岩手県サッカー協会 ユニクロサッカーキッズ！フェスティバル事務局
申込E-mailアドレス：kids@fa-iwate.com ＨＰ http://www.fa-iwate.com

ＴＥＬ：019-681-8010 ＦＡＸ：019-681-8012 お問合せ時間平日 9:00~18:00（担当：蝦名）

1010月月22日日ユニクロサッカーキッズ！ユニクロサッカーキッズ！ バス利用バス利用申込書申込書

バス乗車人数 （ ）人

構成 大人（ ） 子ども（ ）

バス乗車希望場所：
第1希望（ ） 第2希望（ ）

バス乗車氏名欄（フリガナ）

バス同乗引率責任者氏名（フリガナ）

責任者住所 〒

緊急連絡先

参加区分： ム・個人参加 （該当に○）
参加チーム名：
個人参加者氏名：

＊個人情報は、本フェスティバル・キッズ関連事業案内のみに
使用させていただきます。

バス利用に関する募集要項
（開催要項については、別紙をご参照ください）


