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ユニクロサッカーキッズ in岩手について(ご案内) 

 

この度は、標記フェスティバルへ申込みいただき、誠にありがとうございます。 

当日のタイムスケジュール並びに諸注意をお知らせしますので、ご確認ください。 

なお、参加時間帯はお申込み時にご入力いただいたご希望通りとなっております。「どちらでも

よい」をご選択いただいた方には「午後の部」でのご案内となります。 

 

１．開催日時  平成 26年 10月 5日(日) 

２．会場  岩手県営運動公園陸上競技場（住所：盛岡市みたけ 1丁目 10番 1号） 

 

   ＊指定駐車場の 2カ所（別紙、駐車場案内図参照）をご利用ください。 

当日は、他会場でも各種大会等が予定されておりますので、駐車場が満杯になる恐れ

がございます。可能な限りお乗り合わせの上ご来場いただきます様お願い致します。 

 他会場予定と駐車予定台数 

 ・盛岡市選手権大会…150台 

 ・東北サッカーリーグ…100台 

 ・県民スポレク祭り…100台 

県営運動公園南駐車場には警備スタッフはおりません。空いているところから順に駐車

してください。南駐車場が満車になり次第、県営武道館の駐車場にご案内させて

いただきます。なお、南駐車場に若干の空きスペースがある場合でも、自己のご判断で

県営武道館の駐車場にお停めいただいても構いません。県営武道館の駐車場は、県営スケ

ート場側のフェンスに囲われた駐車場が指定駐車場になります。武道館横の駐車場はご利

用になれませんのでご注意ください。県営武道館駐車場には警備員がおりますので指示に

従ってください。 

南駐車場と県営武道館の駐車場は、陸上競技場までの距離はほぼ同じとなっております

ので、南駐車場が満車、混雑の場合は無理な駐車はなさらず県営武道館駐車場への駐車に

ご協力願います。 

当時は混雑が予想されますので、早めの行動、乗合のご協力をよろしくお願いします。 

 

当日の開催の有無については、朝 6時 00分に決定します。 

✦岩手県サッカー協会ホームページ http://fa-iwate.com ［試合速報］で確認可能 

✦携帯向けモバイルサイト http://mw.fa-iwate.com ［大会速報ページ］で確認可能 

なお開催決定通知後に、雷等の悪天候により、一時中断もしくは中止にする場合もありますので

ご了承ください。 

 

  



３．タイムスケジュール ※現段階の予定のため、当日変更となる場合もございます。 

＊受付時、プログラム(組み合わせ等)をチームへ 2部、個人参加者へ人数分  配布します。 

＜午前の部＞参加者 536名 52チーム（チーム参加 432名、個人参加 73名】 

受付開始 

 

８：３０ ＊受付後、各自ユニフォームに着替えてください。 

＊その後 9：15までピッチでボール遊びも可能 

開会式 

・あいさつ 

・競技説明 

９：３０ ＊参加選手は、担当スタッフ誘導のもと集合 

＊保護者も、芝生内で選手後ろに整列可能 

＊芝生内、ビデオ・カメラ撮影可能 

コートへ移動 ９：５０終了 ウォーミングアップ５分程度 

試合時間 

 

１０：００開始 

① 10:00～10:11 

② 10:13～10:24 

③ 10:26～10:37 

④ 10:39～10:50 

⑤ 10:52～11:03 

⑥ 11:05～11:16 

⑦ 11:18～11:29 

⑧ 11:31～11:42 

⑨ 11:44～11:55 

＊10 コートに分かれ、各チーム 3試合行う予定。 

＊前半 5分（インターバル 1分）後半 5分 

＊スタンド観戦以外に、芝生内での応援も可能。 

＊芝生内での、給水は水のみ可能。（水以外の飲

み物、食べ物は芝生外のスタンド等でお願いしま

す。） 

＊試合コートの周りには、家族で楽しめるサッカー

アトラクションを用意しています。試合の合間を 

みて、みなさんでお楽しみください。 

閉会式 

・記念品贈呈 
１２：００ 

＊閉会式終了後、芝生内で、チーム責任者へ 

記念品配布 

解散予定 １２：１５  

＜午後の部＞参加者 161名 16チーム（チーム参加 122名、個人参加 40名】 

受付開始 

 

１２：００ ＊受付後、各自ユニフォームに着替えてください。 

＊その後 12：45までピッチでボール遊びも可能 

開会式 

・あいさつ 

・競技説明 

１３：００ ＊参加選手は、担当スタッフ誘導のもと集合 

＊保護者も、芝生内選手後ろに整列可能 

＊芝生内、ビデオ・カメラ撮影可能 

コートへ移動 １３：２０終了 ウォーミングアップ 5分程度 

試合時間 

 

１３：００開始 

① 13:30～13:41 

②13:43～13:54 

③13:56～14:07 

（8分間休憩） 

④ 14:15～14:26 

⑤ 14:28～14:39 

⑥ 14:41～14:52 

⑦ 14:54～15:05 

＊４コートに分かれ、各チーム 3試合行う予定。 

＊前半 5分（インターバル 1分）後半 5分 

＊スタンド観戦以外に、芝生内での応援も可能。 

＊芝生内での、給水は水のみ可能。（水以外の飲

み物、食べ物は芝生外のスタンド等でお願いしま

す。） 

＊試合コートの周りには、家族で楽しめるサッカー

アトラクションを用意しています。試合の合間を 

みて、みなさんでお楽しみください。 

閉会式 

・記念品贈呈 
１５：１５ 

＊閉会式終了後の芝生内で、チーム責任者へ 

記念品一式配布 

解散予定 １５：３０  

  



４．競技概要 

＊参加する子どもたち全員が楽しむことを優先します。勝敗・結果は記録しません。 

＊キッズ指導ガイドラインに沿って行います。グリーンカード制を導入します。 

 

● 試合形式 原則 8人制（GKあり）ゲームを各チーム 3試合行うことを基本とする 

● 試合時間 前半 5分(インターバル 1分)後半 5分 

  前後半でエンド（陣地）は変えないで、攻める方向を一定にする。 

● 選手交代は、自由とする。（主審の許可なしで何度でも交代可能。インプレー中も OK） 

● ピッチサイズ 縦 30ｍ×横 15m(目安) 

● ゴール 高さ 1m×幅 2m（ミニゴール） 

● ボール 3号軽量球（主催者側で用意） 

● 運動できる服装で、ユニクロよりプレゼントされるユニフォーム（半袖、上衣）を着用する。 

● 審判は、運営スタッフが担当する。 

 

● 試合は、整列→握手→あいさつ→担当スタッフからボールを出してスタート 

● PKなし、オフサイドは適用しない。 

● 試合のスタートはコート中央から開始し、ゴールイン後はゴールキックからの再開でもよし

とする。 

● ゴールキックは、持ち蹴りしてもよいし、置き蹴り、手で投げてもよしとする。 

（ゴールキーパーは固定せず、全員が経験できるようにしましょう。） 

● フィールド及びゴールキーパー（一番後ろの人）は、自由交代とする。 

● ボールがタッチラインを出たらキックインまたは、スタッフが配給する。 

 ＊多少ラインを出ても OKとする場合がある。 

● キックインからの直接シュートは不可とする。 

● 危ないプレーのみ止め、その他は注意しながら流す場合がある。 

● その他試合の判定は、担当スタッフの指示に従う。 

  



 

【会場案内図（イメージ）】  ＊当日一部変更になる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．持ち物  

運動できる服装であれば何でもかまいません。 

運動靴（スパイク禁止）、 飲み物、帽子、タオル、防寒着等、その他各自必要なもの 

＊当日、ユニクロより、参加者全員へユニフォーム（半袖、上衣）がプレゼントされます。受付す

まされてから、お着替えの上、開会式へお集まりください。 

 

6．注意点 

・個人参加責任者の皆様へ 

⇒チームの振分け、試合コートは、当日配布のプログラムを確認下さい。スタッフが対応

します。 

  ⇒受付でユニフォームを受け取りましたら、まず各自で着替えていただきますようお願い

いたします。 

着替えが完了いたしましたら、開会式までの間は試合コートでボール遊びが可能です。

①午前の部は 9時 15分、午後の部は 12時 45分を目安にボール遊びをやめ、試合コー

トに全員集合。 

②開会式へ担当スタッフが誘導。開会式から閉会式終了まで担当スタッフが対応します。

③閉会式後、その場で解散（午前の部 12時 15分／午後の部 15時 30分）となります。 

・複数のチームを統括している責任者の皆様へ 

⇒当日は 1チームにつき、ピッチ内帯同責任者 1名の準備をお願いします。 

・各チーム、試合開始 5分前にはコート脇に集合していただきますようお願いします。 

・保護者の方も芝生グラウンド内で応援できますが、芝生保護のためハイヒールなどで入場は

できません。運動靴でご来場下さい。 

・芝生グラウンド内では水の給水のみ可能です。水以外の飲み物、食べ物は芝生以外の観客席

スタンド等で摂るようにお願いします。 

・ゴミは、各自持ち帰りのご協力をお願いします。 
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開会式・閉会式 

シュートゲーム 

スローイン 

ワンツーパス パスゲーム 

フリーキック 

本部 救護 

 シュートゲーム 

 キッズピッチ 

受付 



・陸上競技場内は「禁煙」です。喫煙される場合は、施設指定の喫煙場所でお願いします。 

・会場案内図のカメラマーク箇所にて、業者による「チーム集合写真」を撮影します。当日配

布される「写真撮影に関するチラシ」にご案内がありますので、ご協力をお願いします。 

（A～Eコートのチーム＝本部側カメラマーク箇所で撮影予定） 

（F～Gコートのチーム＝バックスタンド側カメラマーク箇所で撮影予定） 

・試合の合間は、サッカー・アトラクションをお楽しみください。 

 サッカーアトラクションには年齢制限がございません。当日、試合に参加できない年中以下

のお子様も参加可能となっておりますので、お気軽にお楽しみいただければと思います。 

 

７．その他 

私どもの取り組み（JFA キッズプログラムいわて）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・写真を主催者側で使用させていただ

く場合がございますので、予めご了承ください。なお、この件で何かご不明な点等ございま

したら、下記問い合わせ先、「ユニクロサッカーキッズ事務局 晴山」までお問い合わせくだ

さい。 

 

岩手県サッカー協会ホームページ内の「キッズ委員会」のページにも、この参加者受付案内文を

リンク貼り付けします。参加メンバーへ周知する際などに、ご活用ください。 

「キッズ委員会」 http://www.fa-iwate.com/iinkai_kids.html 

 

Facebook 「公益社団法人岩手県サッカー協会 キッズ委員会」 

※Facebookページは Facebookに登録していなくても閲覧可能です。「Facebook 岩手県サッカ

ー協会」でご検索いただけば、どなた様でもご覧になることができます。 

 

 

 

 

 

 

－問合せ先－ 

ユニクロサッカーキッズ事務局 

担当：晴山（はれやま） 

TEL：019-681-8010 

http://www.fa-iwate.com/iinkai_kids.html


受付 

 

 

 

     

駐車場についてのお願い 

・駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関のご利用をお勧めいたします。 

・お車でお越しの際は、お乗り合わせの上ご来場下さい。 

・バス等の大型車両は南側、第 2駐車場（地図中、★マークの箇所）に駐車をお願い致します。 

・県営運動公園西側の出入り口はソフトテニス大会参加者専用のため、ご利用いただけません。 

・駐車場は県営運動公園南駐車場を優先的にご利用下さい。 

南側駐車場が満車になりましたら、県営武道館の駐車場もご利用いただけますので、適宜ご利用下さい。 

※南側駐車場と県営武道館駐車場の、陸上競技場までの距離はほぼ同じです。南側駐車場が満車の場合、無理な駐車はな

さらずに、武道館の駐車場にお回りください。 

・武道館駐車場には、警備員がおります。駐車の際は警備員の指示に従って下さい。 

 

ご不便をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願い致します。 

県営運動公園 南駐車場 

 【メイン駐車場】 

ユニクロサッカーキッズ 

会場 

県営武道館駐車場 

【臨時駐車場】 
会場までの距離 

670ｍ 

 

会場までの距離 

650ｍ 

ユニクロサッカーキッズ 駐車場案内図 
 

◆駐車場は、県営運動公園南側駐車場を

優先的にご利用ください。 

 

◆会場前のロータリーには警備員が付

きます。人の乗り降りはできますが、駐

車はできませんのでご注意ください。 

★ 


