
JFA キッズプログラム いわて ２０２０                                 (公社)岩手県サッカー協会 キッズ委員会 

第１回ニットーキッズサッカーフェスティバル  
写真館 

 

【開催日】 2020 年 10 月 4日（日） 

☆1 部  9:00～11:00  （受付 8:30～8:55）  ○１,２年生『補欠０リーグ』       ○１,２年生『親子サッカー教室』 

☆2 部 11:15～13:15  （受付 10:45～11:10）○3 年生『U9 クワトロゲーム大会①』 ○4 年生『U10 クワトロゲーム大会①』 

☆3部 13:30～15:30  （受付 13:00～13:25）○3年生『U9 クワトロゲーム大会②』  ○4年生『U10 クワトロゲーム大会②』 

【会 場】 岩手県営運動公園陸上競技場（盛岡市みたけ 1-10-1） 

【主 催】 （公社）岩手県サッカー協会 

【特別協賛】 新日東鋼管株式会社    【協力】橋本総業株式会社 

参加者： ２５２名 1 部：1・2 年生補欠０リーグ 108 名、親子サッカー34 名 

2 部：3 年生 28 名、4 年生 30 名 

3 部：3 年生 25 名、4 年生 27 名 

サプライズゲスト：鉄神ガンライザー 

運営スタッフ６４名： 岩手県サッカー協会キッズ委員会スタッフ 15 名/盛岡市立高校サッカー部 35 名/ 

             新日東鋼管株式会社スタッフ 14 名 

【内 容】 ◇『補欠 0 リーグ』は選手をシャッフルしてリーグ戦を行います 

 ◇『親子サッカー教室』は親子仲良くボール遊びや試合等をします 

 ◇『クワトロゲーム』は 1 試合ごとにメンバーをシャッフルしながら 8 試合行い、個人の勝ち点を競います 

 ◆参加する子供たち全員が楽しむ事を優先します  

 ◆キッズ指導ガイドラインに沿って行います  

＜スペシャルゲスト 鉄神ガンライザーによるキックオフセレモニーの様子＞ 

 
＜第１部１・２年生『補欠０リーグ』 活動の様子＞ 

 

https://www.nitto-kokan.co.jp/


＜第１部 １・２年生『親子サッカー教室』活動の様子＞ 

 
 

＜第 2 部第 3 部：3 年生 4 年生クアトロゲーム大会の様子＞ 



 
＜第１部：１・２年生『補欠０リーグ』 １・２年生『親子サッカー教室』参加者集合写真＞ 

 
＜第 3 部：3 年生 4 年生クアトロゲーム大会参加者集合写真＞ 

 



＜第 2 部：3 年生クアトロゲーム大会表彰＞          ＜第 2 部：4 年生クアトロゲーム大会表彰＞ 

 
第 1 位 おがさわら こうせい                     第 1 位 さとう けんと 

第 2 位 えんどう ゆうせい                      第 2 位 ふじむら とうま 

第 3 位 えびな あおい                        第 3 位 ひらさか けい 

 

＜第 3 部：3 年生 4 年生クアトロゲーム大会参加者集合写真＞ 

 
 

＜第 3 部：3 年生クアトロゲーム大会表彰＞              ＜第 3 部：4 年生クアトロゲーム大会表彰＞ 

 
第 1 位 せきあい けいすけ                          第 1 位 しだ かずま 

第 2 位 やまざき なゆた                           第 2 位 よしだ ひなた 

第 3 位 かまた れいや                            第 3 位 ちば いくと 

 

 

 



＜参加者・保護者からの主なコメント＞ 

・マスクは毎日学校に着用しています。 

・参加させて頂き、ありがとうございました。たくさん試合が出来た事や、TV で見るヒーロー ガンライザーに会

えて、参加した本人も参加できなかった弟（４歳）も楽しめるイベントでとても満足できました。 

・ガンライザーと高校生のお兄さん達の演出が面白かったです。子供達も楽しみながらプレイしている様子で

した。見学する私達父兄にベンチやテントを準備して頂きありがとうございました。 

・ガンライザーの出演やＰＫがフェスティバルらしかった。 

 

＜１・２年生親子サッカー教室に関しての感想・ご意見＞ 

・素晴らしい環境で、親子でサッカーできて最高でしたスタッフの皆様の盛り上げ方や進行の仕方が、大変

良かったです。来年以降も開催して頂ければ幸いです。 

・親子サッカーが楽しかったです。普段家と遊ぶのと違って、一緒に何かを楽しもうと全力で、楽しむ気持ちだ

けで参加できて、とても楽しかったです。未就学児の参加受け入れにも、対応して頂きありがとうございまし

た。家族共々、第 2回を楽しみにしております。 

・もう少し親子サッカーの試合時間を増やしたいと息子が話していました。 

 

＜１・２年生補欠 0 リーグに関しての感想・ご意見＞ 

・6人対 4人でゲームしている場合があったのが気になりました。 

・会場も広く、音楽やサプライズもあり、子供達もワクワク感があって楽しんでいるように見えました。試合中、

ボールにあまり触れていない子が見えましたので、もう少し高校生のボールの配球の仕方を教えてあげると

良くなると思います。 

・ゼロリーグは 2年生の上手な子ばかりボールに触ってるような気がしました。2年生に遠慮する 1年生の姿も

見られたので、同じ学年同士でチームやリーグを組んだ方が良いかもしれないと思いました。ただ、子供達

は皆楽しそうにプレーしていましたし、雰囲気含め、全体的に満足しています。ありがとうございました。" 

・高校生や指導者のサポートで、子どもはいきいきとサッカーをしていた。 

・スタッフさんが多く子ども達ひとりひとりに目をかけてくださってありがたかったです。立見をしてたら長椅子を並

べてくださって感謝です。分からないことを聞いたら気持ちよく教えて下さいました！また次回機会があったら

参加したいです。 

・どうせなら、同じチームメイトの子は必ず離すなどして、新しい交流ができるように主催者側で強制的に事

前にチームわけというのも良いなかなと思いました。 

・ゼロリーグの試合の回転が良すぎるくらいで、とても疲れたようですが、その分楽しめたようです。たまたま１学

年上の顔見知りと一緒になったのも良かったです 

・私自身、指導者だったので指導者目線になってしまうのですが、ボールを配給していた高校生が、子供達

の（勝ち負けに関わらず）頑張るプレーに声をかけてあげられたら、子供達もさらに頑張れるし、それを見て

高校生達も得るものはあるのでは…と感じました。良い声掛けを保護者の方が見ることで、サッカーを経

験したことのない保護者の方も今後の声掛けの参考になるのではないかと思います。 

高校生のお兄さん達が優しく楽しめていたのが良かったです！ 

・スポ少に入ってないが、楽しめました。 

・楽しかったです。基礎の練習があってもよいかもしれないです。 

・子供が全然、前に出ようとしなかったので、適度に指導して欲しかったです。 

・コロナ対策もしっかりされてて、かつ子供たちのプレイを見やすくしてくれる配慮が素敵でした。子どもも楽しく

サッカーが出来て良かったようです。また、参加したいです。 

・子供達は色々な子と交流ができたのでいい経験になったと思うので、このような機会をもっと増やして欲しい

と思いました。 

 

" 



＜3年生クアトロゲームに関しての感想・ご意見＞ 

・とてもスムーズに進行したと思います。コロナの影響で大会自体の運営が難しいのかと思いましたが楽しく行

うことができて息子も喜んでいました。来年はもっと盛大に二回目が行われることを期待しています。ありが

とうございました。 

・まず、フェスティバル自体はとても楽しめました。コロナ禍において他のチームの小学生との交流が少ない中、

運営管理を行って頂きましたこと本当にありがたく感じています。補助にあたってくださった学生さんたちも皆

優しく子供も喜んでいました。 

・コロナ対策として密集を避けるのであれば、子供たちの給水スポットは真ん中に 1箇所ではなく、複数個所

に分かれていても良かったのではないかと感じました。 

・コートが 4種類あったのはとても楽しめました。ただ、くじの運次第で同じコートが連続してしまうのが残念でし

た。例えばＡＢＣＤのコートごとにくじを用意し、試合終了後にＡコート参加の子供のみでＢＣＤのくじを引く。

Ｂコート参加の子供のみでＡＣＤのくじを引くなどであれば、連続で同じコートにはならないのかなと思いま

す。 

・子供達も同年代のプレーを見て勉強になりました。県南でも開催をお願いします。 

・遅れての参加となりましたが、参加させていただきありがとうございました。本人は保守的な性格ですが、チ

ーム以外の人とサッカーを通してコミュニケーションが取れ、自信にも繋がったようでした。このような機会を

作っていただきありがとうございました。また参加したい！と本人は話しています。 

・サッカーが、大好きで週末サッカーをお父さんとしていますが同世代のお友達と試合を、たくさんできてとても

楽しかったです。疲れたけどまた参加したいです。 

・高校生との交流は滅多にないことなので、とても良い体験でした。 

・コロナ対策をしながら、子ども達がサッカーを楽しめ良かった。高校生が懸命に運営を手伝っていて印象が

良かったです。 

 

＜4年生クアトロゲームに関しての感想・ご意見＞ 

・運営もスムーズだと思いました。" 

・楽しめかつ悔しかったので 5 年生もやってほしいです。1度もいかないエリアがありました。 

・4人違う少年団の人とチームになった時アイデアを出し作戦を立てて戦った時が楽しかったです。 

・自分が何点だったか知りたいです。 

・高校生と試合することが出来てよかったです。 

・シュートを決められてよかったです。試合数が多くて楽しめました。 

・いつものメンバー以外の人とサッカーが出来て、よかったです。 

 

 

 

＜特別協賛社 新日東鋼管株式会社様からの代表コメント＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回ニットーキッズとして初めてのフェスティバルの開催という事でしたが、まずは子供たちに

『楽しんで』サッカーをしてもらうと言う事を前提に取り組みました。運営スタッフの皆さんも『楽

しんで』協力し合いながら開催できたことがこのイベントの成功に繫がったのではないでしょう

か。親子サッカー、補欠 0 リーグ、クワトロゲーム共に非常に好評でしたので、次回以降も継続

してこのイベントを定着させていきたいと思います。今後も出来るだけ多くの岩手県の子供たち

に、サッカーを楽しんでプレイ出来る環境を提供していきたいと考えております。 

 

新日東鋼管株式会社 代表取締役専務 藤村亮介 



＜運営スタッフのコメント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回のニットーキッズサッカーフェスティバル、新型コロナウイルス感染症対策をしながらの開

催ということで、保護者等との距離がいつもより離れている中での開催となりましたが、子供たち

の笑顔を見る限り、成功裏に開催出来たと思っております。 

親子サッカーでは、お父さんやお母さんなどと一緒にサッカーができるからでしょう。子どもたち

の素敵な笑顔に観てるこちらも笑顔になりました。難しいと言いながら何度もチャレンジする姿は

素敵でした。 

一、二年生の補欠ゼロリーグでは、初めての仲間と力を合わせながらゴールを目指したり、守った

りと、頼もしい姿を観れて嬉しかったです。 

そして三、四年生のクアトロゲームは、毎回味方や相手が変わるほか、コートも変わることから、

毎試合新鮮にゲームを楽しんでいるように見えました。そして試合毎に意欲的に参加していまし

た。さすが三、四年生、ドリブルやシュートに巧さを感じました。 

どのカテゴリーも観ているこちらが楽しむことができました。 

また盛岡市立高校サッカー部のみんなも、子どもたちと触れ合うごとに緊張感がなくなり、応援や

褒めてあげる声が増えてきて、最後には子どもたちも高校生にべったりと微笑ましい光景を観るこ

とができました。 

会場にいる全ての人が笑顔になったフェスティバルを開催出来ましたのも、新日東鋼管株式会社

様、保護者の皆さま、盛岡市立高校サッカー部の皆さま、スタッフの皆さま、本当にありがとうご

ざいました。 

岩手県サッカー協会キッズ委員会スタッフ 藤原一裕 

第 1 回ニットーキッズフェスティバルも皆さんの協力のもと子供達のたくさんの笑顔を見る事が

できました。多くの仲間と楽しく、たくさんプレーできるようにＵ－８では当日決まったチーム全

員で試合をする補欠ゼロリーグ、Ｕ－１０では毎試合チームメイト、対戦相手、コートをくじ引き

で決めて試合を行い個人のポイントを競うクワトロゲームで楽しみました。子供達も初めて会う仲

間やゲーム方法に最初は戸惑っていましたが、すぐに慣れ一生懸命プレーをしており、試合に勝っ

た子供も負けた子供も家に帰り「今日、サッカー楽しかったよ！」と言ってくれたのではないでし

ょうか。 

クワトロゲームは、「チームに属さない子供も気軽に参加できるように」「いつもと違う環境でサッ

カーを楽しんでもらいたい」という想いで初めて試みました。子供達は、「くじを引く」「次のコー

トはどこ？」、「誰と一緒のチーム？」など、サッカー以外のところでも楽しんでいました。 

また、スタッフとして参加した盛岡市立高校サッカー部も最初は緊張していましたが、子供達に触

れ合い刺激を貰うことでともに楽しみ、成長することが出来たと思います。 

 今年はコロナ禍で学校行事・大会・イベントなどが中止や延期され子供達が外で一生懸命ボール

を追いかける場が少ないなかで、第１回のフェスティバルを開催できたことは、特別協賛である新

日東鋼管株式会社様、協力である橋本総業株式会社様、スタッフを快諾していただいた盛岡市立高

校サッカー部の皆さん、そして何よりたくさんの子供達を連れてきていただき、不慣れな運営に協

力していただいた保護者の皆さんに御礼申し上げます。 

 ニットーサッカーフェスティバルは今後も子供達の笑顔を絶やさないためにも皆さんの協力の

もと第２回、第３回とパワーアップしながら続けていければと思っています。  

 

岩手県サッカー協会キッズ委員会スタッフ 松尾和久 

私は、1・2年生補欠 0リーグコートと、3年生クアトロゲーム大会コートを担当しました。 

参加した子どもたちの笑顔から、周りの自分たちも笑顔になれ、一緒に楽しく笑顔で終わることが

できました。とても楽しい経験ができました。ありがとうございました。 

              盛岡市立高校サッカー部 1年 菅原圭登 

 

 

 

 

 

 

岩手県サッカー協会キッズ委員会スタッフ 藤原一裕 



 

 

 

 

 

 

 

＜全体統括責任者からのコメント＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    編集：事務局 蝦名 

第一回ニットーキッズサッカーフェスティバルを無事に終えることができました。 

関係者の皆さん、参加者の皆さん本当にありがとうございました。 

私は「子供たちを笑顔に！」と「大人も楽しもう！」を合言葉にしながらサッカーに携わっています。 

今回の企画は、初めてのことが多く不安もありましたが、皆さんの笑顔に支えられながら素晴らしい

イベントにすることができました。 

反省点も多いですが初めてのことにチャレンジしたことを喜びと感じながら第二回につなげていけた

らと思います。 

第二回ができるかできないかは、関わった皆さんが決めることだと思っています。 

是非、皆さんの喜びの声を聞かせていただけたらと思います。 

最後に、今回のイベントは特別協賛の新日東鋼管㈱様の多大なる支えがなければ実現しませんでした。 

心より感謝申し上げます。 

また、当日運営のお手伝いをいただいた盛岡市立高校サッカー部の皆さん、キッズスタッフの皆さん、

そしてガンライザー、本当にありがとうございました！ 

 

岩手県サッカー協会ユースダイレクター  鳴尾直軌 

 

第 1 部では親子サッカー教室に指導スタッフとして関わりました。親子で仲良くボールの触れ合

い、ゲームを行いました。最初はなかなか馴染めなかった子もいましたが、保護者の皆さんが積極

的に楽しむ姿をみせて、子どもたちへ励ましの声をかけていただき、活動の場が盛り上がり、最後

まで楽しい雰囲気で活動できました。ありがとうございました。これをきっかけに、普段において

も、是非親子でボール遊びを楽しんでいただければと思います。素晴らしい芝生で、我々指導スタ

ッフも楽しく皆さんと活動できました。ありがとうございました。また、全体を通じて、アンケー

トから頂戴した貴重なご意見は、次回開催の際には生かしていきたいと思います。 

 

岩手県サッカー協会 事務局 蝦名浩明 


