
平成 29 年 9 月 22 日 

JFA ユニクロサッカーキッズ in 岩手 

申込責任者 各位 

公益社団法人岩手県サッカー協会内 

ユニクロサッカーキッズ事務局 

 

JFA ユニクロサッカーキッズ in 岩手について(ご案内) 

 

このたびは、JFA ユニクロサッカーキッズ in 岩手申込いただきありがとうございました。 

スタッフ一同、当日の参加をお待ちしております。子どもたちが楽しく参加できるようサポートした

いと思います。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： 2017 年 10 月 1 日（日）  

２．会場 ： 遠野運動公園陸上競技場（住所：遠野市青笹町糠前 1-1） 

 

   ＊指定駐車場の 2 カ所（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。 



 

 駐車可能台数 

 ・陸上競技場寄り砂利駐車場…300 台 

 ・多目的運動広場奥舗装駐車場…100 台（大型バスの専用駐車ゾーンを設置します） 

駐車場内に配置する警備員の誘導に従って、駐車してください。 

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。 

●当日の悪天候（大雨・雷）または台風の接近等により運営に影響が出る場合は、中止にする場

合もございます。 

●開催の可否については、当日朝 6 時に最終判断する予定ですが、それ以前に大規模な災害発生

や交通障害、停電などが起こる場合は、その時点で速やかに開催可否を判断します。 

●開催可否に関する情報は、前日 9 月 30 日(土)17 時の時点で 1 次判断をしてから、掲載したい

と思います。 

●当日 10 月 1 日(日)）朝 6 時 00 分に最終判断します。 

●悪天候等（荒天・落雷等）により、進行通りにいかない場合は、日程を一部変更する場合がご

ざいますので、ご了承ください。 

●荒天により、中止となった場合は、代替日はございませんので、予めご了承ください。 

http://fa-iwate.com/
http://mw.fa-iwate.com/


３．タイムスケジュール  

・受付時間帯は混雑が予想されます。時間にゆとりをもってご来場ください。 

※現段階の予定のため、当日変更となる場合もございます。 

 組み合わせについては、当日確認をお願いします。 

＜午前の部＞参加者 357名  

21チーム（150名）、個人参加 207名➡29チームに振り分け 

 

受付開始 

 

８：３０から 

９：１０まで 

＊受付後、各自ユニフォームに着替えてください。 

＊個人参加者の待機場所は、多目的運動場にな

ります。帯同するスタッフのことろに集合です。 

＊9：1０まで多目的運動広場でボール遊びも可能 

選手入場 ９：１５から エアアーチから選手入場。スタッフがハイタッチで 

お出迎え。 

開会式 

・あいさつ 

・競技説明 

＜全体集合写真撮影＞ 

９：３０ ＊参加選手は、担当スタッフ誘導のもと整列 

＊保護者は、混雑を避けるため開会式が終わるま

では、待機場所でお待ち下さい。 

＊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 

 

＊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 
１１：５０ 

＊閉会式終了後、スタッフハイタッチでお見送り 

選手全員に、記念品配布 

解散予定 １２：１０  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜午後の部＞参加者 116名  

5チーム（35名）、個人参加 116名➡19チームに振り分け 

受付開始 

 

１２：３０から 

１３：１０まで 

＊受付後、各自ユニフォームに着替えてください。 

＊個人参加者の待機場所は、多目的運動場にな

ります。帯同するスタッフのことろに集合です。 

＊その後 13：1０まで多目的運動場でボール遊び

も可能 

選手入場 １３：１５から エアアーチから選手入場。スタッフがハイタッチで 

お出迎え。 

開会式 

・あいさつ 

・競技説明 

＜全体集合写真撮影＞ 

１３：３０ ＊参加選手は、担当スタッフ誘導のもと整列 

＊保護者は、混雑を避けるため開会式が終わるま

では、待機場所でお待ち下さい。 

＊芝生内、ビデオ・カメラ撮影可能 

コートへ移動 １３：５０終了 ウォーミングアップ５分程度 

試合時間 

 

１４：００開始 

① 14:00～14:11 

② 14:16～14:27 

③ 10:32～14:43 

④ 10:48～14:59 

⑤ 15:04～15:15 

⑥ 15:20～15:31 

 

＊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。 

＊芝生内で給水は水のみ可。（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 
１５：４０ 

＊閉会式終了後、スタッフハイタッチでお見送り 

選手全員に、記念品配布 

解散予定 １６：００  

 

４．競技概要について 

＊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 6 人制（GK なし）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。 

● 選手の交代は、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 タッチライン 26ｍ×ゴールライン 13m 程度(目安) 

● ゴール 高さ 1m×幅 2m（ミニゴール） 

● ボール 3 号軽量球（主催者側で用意します） 

● 運動できる服装で、パンツ、ストッキング、シューズ等は各自でご用意ください。 

● ユニクロよりプレゼントされるユニフォーム（半袖、上衣）を必ず着用してください。 

● シューズは運動しやすいものとし、スパイクは不可とします。 

● 飲料水は「水」のみとさせていただきます。 



● 審判は、運営スタッフが担当する 

● 審判へのクレームはせず、温かい応援をお願いします。 

● 1 チームにつき 1名の責任者をおいてください。個人参加のチームはスタッフが対応します。 

● 試合は、整列→あいさつ→握手→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。ゴールイン後は、ピッチ中央から相手チームにボー

ルを渡し再開とする。 

● アウトボールは、全て担当スタッフがボールを投げ入れて再開。 

 ＊多少ラインを出ても進行がスムーズであれば続行します。 

● 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。 

● ピッチ内の飲料水は「水」のみとさせていただきます。 

● ピッチ内への食べ物の持ち込みは、あめ・ガム等を含め禁止されております。 

 

【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。 

 陸上競技場周辺にトイレ 3 か所（別添）となります。 

 

 

 

５．スペシャルゲストについて 

  福西崇史さん（元日本代表）が駆けつけてくれます。参加者と一緒に参加してくれます。 

 

６．地元ゲストについて 

  J3 チーム グルージャ盛岡の選手・スタッフも一緒に参加してくれます。 

 
 

 
 

 
 



7．持ち物について  

 運動しやすい服装、（特に指定はございません。）運動靴（スパイク禁止）、  

飲み物（ピッチ内の飲料水は「水」のみとなります。）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。受付を

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。 

 

8．運営上の案内及び施設使用上の注意事項について 

 ※１）駐車場について 

駐車スペースに限りがありますので、乗り合いでお越し頂くようご協力お願いします。 

     駐車場内でのトラブルに関しては、主催者側では一切責任を負いません。 

※２）個人参加責任者の皆様へ 

チームの振分け等については、当日受付レーンの手前に配属チーム名・試合するピッ

チ番号、ユニフォームの色がわかるように掲示したいと思います。確認の上、お並び

ください。 

受付後スタッフが対応します。個人参加者の待機場所は、多目的運動広場になります。

帯同するスタッフのところへ誘導します。受付後、各自ユニフォームに着替えてくだ

さい。着替えが完了いたしましたら、選手入場（午前の部 9:15、午後の部 13:15）開

会式までの間は多目的運動公園でボール遊びが可能です。 

① 午前の部は 9 時 10 分、午後の部は 13 時 10 分を目安にボール遊びをやめ、帯同する   

スタッフの誘導のもと指定場所に全員集合となります。 

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、スタッフのお見送りがあり、その場で解散（午前の部 12 時 10 分／午後の

部 16 時 00 分）となります。 

④保護者もピッチのそばで、応援可能です。 

※３）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。 

※４）応援について 

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。 

  ※５）ピッチ内での水分補給について 

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。 

※６）陸上競技場入口付近外に、ゴミ箱を設置します。施設を汚さないようにお願いします。 

※７）喫煙場所について 

陸上競技場内は「禁煙」です。喫煙される場合は、指定の喫煙場所（多目的運動広場と

駐車場 300 台の間の通路に灰皿を設置します）でお願いします。 

※８）写真業者について 

フェスティバル当日、写真屋さんが、想い出になる写真を撮影しますので、ご協力よろしく

お願いします。「試合中の写真」や「全体集合写真（開会式後）」を希望者は購入できます。

受 付時に案内チラシも同封しますので、よろしくお願いします。 

 



※９）アトラクションについて 

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小さなお

子様や小学生、保護者の皆さんも一緒に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。 

※１０)授乳室について 

授乳室をご用意しております。ご希望の場合はスタッフまでお申し出ください。 

  ※１１）売店(キッチンカー)について 

   車 4台の売店で、軽食・飲み物の販売がありますのでご利用ください。 

   （クレープ、沖縄そば、タコス、ハンバーガー、ポップコーン、たこ焼き、牛すじ煮込み 

    かき氷、果汁 100％ジュース、ホット＆コールドドリンク、コーヒー等） 

 

９．荷物置きエリア場所について 

  次のいずれかを仲良くご利用ください。 

① 多目的運動広場スペース②陸上競技場スタンド③陸上競技場周辺立ち見席芝生スペース 

 

１０．傷害保険について 

 JFA フェスティバル補償保険に加入致しますが、補償内容は必ずしも手厚いものとは言え

ませんので、予めご了承ください。 

 

１２．個人情報の取扱いについて 

本イベントをより多くの方に知っていただき、今後のサッカー普及活動を推進するため、参加者、観

戦者の映像、写真を主催者、協賛社で広報目的に使用したり、各種メディアの取材活動のために利用

したり、参加者への写真販売を行なったりするために、本イベントの模様を写真、動画、その他の方

法で記録し、参加者の肖像がそれぞれの媒体で使用されることがあります。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 蝦名」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「トップページ」および「キッズ委員会」のページと 

「公益社団法人岩手県サッカー協会 キッズ委員会 Facebook」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 

「公益社団法人岩手県サッカー協会 キッズ委員会 Facebook」 

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

ズ委員会 facebook」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＞ 

公益社団法人 岩手県サッカー協会 

キッズサッカーフェスティバル事務局 

担当：蝦名（えびな） 

TEL：019-681-8010 

../../../../JFAフェスティバル補償保険.pdf
http://www.fa-iwate.com/iinkai_kids.html

