
JFA キッズプログラム いわて ２０２２                                 (公社)岩手県サッカー協会 キッズ委員会 

第２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】 2022 年 8 月 28日（日） 

☆1 部  9:00～11:00       ○幼児・１年 2 年『親子サッカー教室』   ○１年 2 年『補欠ゼロリーグ』   

☆2 部 11:30～13:30       ○3 年『クワトロゲーム大会』         ○4 年『クワトロゲーム大会』 

☆3 部 14:00～16:00       ○5 年『クワトロゲーム大会』         ○6 年『クワトロゲーム大会』 

【会 場】 滝沢総合公園 体育館および陸上競技場 

【主 催】 （公社）岩手県サッカー協会、滝沢市キッズサッカーフェスティバル実行委員会 

【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： 143 名 1 部：幼児・1 年 2 年親子サッカー教室 39 名、1 年 2 年生補欠ゼロリーグ 32 名 

2 部：クワトロゲーム大会 3 年 13 名、4 年 15 名 

3 部：クワトロゲーム大会 5 年 16 名、6 生 28 名 

ゲスト：いわてグルージャ盛岡選手、滝沢市公式キャラクター「ちゃぐぽん」 

第 1 部 ゲスト 小松 駿太 選手（ＭＦ、背番号 14） 

第 2 部 ゲスト 深川 大輔 選手（ＤＦ、背番号 37） 

第 3 部 ゲスト 奥山 洋平 選手（ＭＦ、背番号 22） 

 

運営スタッフ 50 名： 岩手県サッカー協会キッズ委員会スタッフ 11 名/岩手大学サッカー部 17 名/ 

             滝沢市地元スタッフ 10 名/新日東鋼管株式会社スタッフ 12 名 

【内 容】 ◇『親子サッカー教室』は親子仲良くボール遊びや試合等をする 

 ◇『補欠 0 リーグ』は選手をシャッフルしてリーグ戦を行う 

 ◇『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 7 試合行い、個人の勝ち点を競う 

 ◆参加する子供たち全員が楽しむ事を優先する 

 ◆キッズ指導ガイドラインに沿って行う  

＜第１部：幼児・１年 2 年親子サッカー教室 参加者集合写真＞  

 
受付・活動の様子 

 

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


 

 
 

＜第１部：１年 2 年補欠ゼロリーグ 参加者集合写真＞  

 
 

 



開会式・活動の様子 

 

 

 



 

 
 

＜第 2 部：3 年および 4 年クワトロゲーム大会参加者集合写真＞ 

 

 



開会式・活動の様子 

 

 



＜第 3 部：5 年および 6 年クワトロゲーム大会参加者集合写真＞ 

 
開会式・活動の様子 

 



 



＜第 1 部 幼児・１年 2 年親子サッカー教室に関しての主な感想・ご意見＞ 

・幼児にあった親子での内容になっていたので、子供と沢山楽しめました。プロの選手との交流も初めてだったので、子供達も本当

に喜んでいました。中々この様な機会が無いので、また是非参加して見たいと思います。有難う御座いました。 

・息子が疲れてしまって休んでいる時も声を掛けて下さったり、ペアで活動する時に手伝って下さったりとご配慮頂き誠にありがとうご

ざいました。 

・楽しい時間をありがとうございました。初めは緊張して「行かなくて良い」と言っていた息子が、「また行きたい！」と言っていまし

た！！内容も、遊びながらスポーツができていて、とても良かったです。 

・息子が、お父さんお母さん達と試合したのが楽しかったと言っていましたが、もう少し試合の時間があった方がいいと言ってました。 

・ボール遊びは程程にして、もう少しサッカーの時間を確保して欲しかったです。 

・最初は緊張していた娘ですが、ゲームでは他の子とも一緒に走れて楽しかったようです。スタッフの方がたくさんいたので、もう少し

細かく参加者に声かけてもらえたら早めに緊張がほぐれて楽しめたかなぁと感じました。 

 

＜第 1 部 １年 2 年補欠ゼロリーグに関しての主な感想・ご意見＞ 

・岩手大学サッカー部の皆さんが、とても上手に子ども達と関わっていただき、大変盛り上がりました。好ましい行為・プレーに対して、

グリーンカードを出していただけたのは、外から見て、とてもいい光景でした。グルージャ盛岡の選手の来場もあり、忘れられないイ

ベントとなりました。開催に尽力していただいたスタッフの皆様、スポンサー企業様に、心より感謝しております。 

・たくさん試合時間をもうけて頂きありがとうございました。時折、雨の中でしたが楽しそうに笑顔でボールを追いかけていたので、良

かったです。 

・息子は、グルージャの選手と直接お会い出来て、とても喜んでおりました。またゲー厶内容も、いつも一緒に練習している仲間と

は違う子ども達とチームになり、試合できた事は刺激になった様子でした。私はサッカーの事に関して素人でよくわかりませんが、

順位を決める際に、本人のゴールを決めた得点やアシストも点数に加算されたら良かったのではないかと感じました。コロナ禍の

中、このような楽しめるイベントを企画して下さりありがとうございました。 

・試合の合間にアドバイスをもらえ良かったです。 

・子供が喜んでました。ありがとうございました。 

・同学年との試合ができて楽しかったみたいです。（いつもは上級生とやっているので） 

・せっかくなのでゲーム中に団子サッカーにならないよう誘導してあげればと思います。 

・雨天時を想定した場所の確保を検討してほしいです。 

 

＜第 2 部 3 年および 4 年クワトロゲーム大会に関しての感想・ご意見＞ 

・スタッフの皆さんの声掛け（褒め方）が上手で、雰囲気がすごく良かったと思いました。また、グルージャの選手と一緒にサッカーでき

て嬉しかったらようです。プロ選手と直に接する機会もなかなか無いため、貴重な機会となりました。ありがとうございました。 

・サッカーを習い始めたばかりで、知り合いもいなく不安が多かったですが、周りのスタッフの皆さんの元気と明るさのお陰で楽しむ事

ができました。グルージャ選手との交流も良い刺激になって、今まで以上にサッカーを楽しめたそうです！見学の小さい子達へも

配慮して頂いて嬉しかったです。 

・とにかく楽しそうな我が子の姿を見れて嬉しかったです。グルージャの選手にも会えて、試合を見に行きたいと話してました。運営も

スムーズで良かったです！ 

・試合を沢山できたことが良かったです。 

・参加人数がそれほど多くなかったので大丈夫だったが、大人数だったら混乱しそうなので、事前にクアトロゲームの説明が必要と

思いました。知らない人とのチームでのコミュニケーションの難しさを体験できたのは良かったです。 

・本人は試合で初めてのゴールを決めて、自信につながったようです。運営の方もみなさん親切で、大学生のボランティアさんはじめ、

スタッフさんたちが盛り上げてくれたので、親としても楽しめました。ありがとうございました。 

・息子は、あまりサッカーが上手ではないのですが、他のチームの子たちと、うまく連携を取りながらプレーしている姿を見て、とても嬉

しかったです。ゴールを決めた時、スタッフの方やグルージャ盛岡の方に褒めていただき、嬉しそうな表情をしていたのが印象的で

した。親子共々、とても楽しめました。開催に、ご尽力いただきました全ての方に感謝申し上げます。 

 

＜第 3 部 5 年および 6 年クワトロゲームに関しての感想・ご意見＞ 

・子供たちが楽しくなるように声かけをしてくださり、盛り上がっていたと思います。進行もスムーズでしたので、とても良かったです。 

・普段出会うことのない、いろいろなチームの子達と組んで試合ができ、また大学生やグルージャのプロの選手と接し、大いに刺激

を受けました。なかなか上手く行かず、挫けそうになってしまった息子に、スタッフの方やグルージャの方が温かく励まして下さいまし

た。息子は、近々行われる小学生最後の大会に向け、気持ちも新たにがんばりたいと言っています。このような機会をもうけて

下さり、本当にありがとうございました！ 

・グルージャのスタメンの選手が来てくださったのはとても嬉しかったです。 

ほぼ満足ですが、5,6 年は少し大きいゴールでやりたかったみたいです。" 

・グルージャ選手とも試合をしたり、交流ができて、子供もとても楽しそうでした。来年もあれば、ぜひ参加したいです。 

・グルージャの選手と一緒にサッカーができて子どもも大変喜んでいました。 



・検温等、受付もスムーズでよかったです。表彰も子どもが嬉しそうで良いと思います。イスなども用意してあり助かりました。  

・改善してほしい点は、チームでの参加（同じユニフォームでの参加）が多かったので、個人で申し込んだ方は、アウェイな感じを受け

るのではないかと思ったので、ユニフォーム統一では無い方がいいのかな？と感じました。 

・大学生の人達も子供達に優しく接してくれていたようで、本人も楽しかったと帰宅後に話してくれました。J リーガーとこんな近い距

離で接する機会もなかなか無いため、貴重な経験をさせていただきました。 

 

＜特別協賛社 新日東鋼管株式会社様からの代表コメント＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ゲスト いわてグルージャ盛岡からの代表コメント＞ 

 

 

 

＜運営スタッフのコメント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    編集：事務局 蝦名 

今回、第 2回ニットーキッズサッカーフェスティバルに岩手大学サッカー部がお手伝いとして参加

させていただきました。このような貴重な機会を設けていただき、関係者の皆様に感謝申し上げま

す。見ず知らずの子や大学生、プロサッカー選手と一緒にサッカーをやれたことは、子どもたちに

とっても大変貴重な機会になったと思います。また、私たち岩手大学サッカー部も、子どもたちが

無邪気にボールを蹴っている姿に感銘を受け、パワーをもらいました。そのパワーを日頃の練習に

活かし、リーグ戦で良い成績を残せるよう精進して参ります。第 3回もみなさんに是非ご参加して

いただき、その時はまた岩手大学サッカー部としてサポートさせてもらえたら幸いです。 

 

岩手大学サッカー部 4年 岩見寛大 

第二回ニットーキッズサッカーフェスティバルが滝沢総合公園で開催されました。天候が心配され

ましたが、子どもたちは元気いっぱいボールを追いかけていました。 
 2016 年の岩手国体の際に女子サッカー会場として使用された滝沢のピッチで躍動する子ども達

の姿を「この中から将来岩手県の代表、いやいや、日本代表が出てくるかも。」とワクワクしなが

ら見ていました。 いつの間にか雨も上がり、予定通りにフェスティバルを終えることができまし

た。こうして無事フェスティバルを終えることができましたのも、試合翌日の疲れも見せずに子ど

も達とプレーしてくださった いわてグルージャ盛岡の選手、コーチの方々、日頃から子ども達の

指導に携わっておられる方々、サッカーのできる環境を与えてくださるご家庭のお力のおかげで

す。ありがとうございました。また、開催にあたり、新日東鋼管株式会社様、橋本総業株式会社様

には多大なご支援を頂きました。本当にありがとうございました。子ども達の笑顔と力一杯のプレ

ーにこれからも応援をお願いいたします。 

 

滝沢市キッズサッカーフェスティバル実行委員会 委員長 伊藤修 

第 2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事が出来ました。雨の予報やコロナ

ウイルスの影響でキャンセルも多数出た為、当日を迎えるまで非常に心配しておりましたが、皆様

のご協力により何とか開催する事が出来ました。協会スタッフの皆様、滝沢市スタッフの皆様、岩

手大学サッカー部の皆様そしてグルージャの皆様それぞれが精いっぱい子供たちを楽しませよう、

上達して欲しいという気持ちが伝わってきましたし、子供たちにも伝わったのではないかと思って

います。第 1回に続きイベントを成功する事が出来ましたので、今回の良かった点や皆様からの意

見を参考にしながら第 3回に繋げていきたいと考えております。関係者の皆様、改めまして本当に

お疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。 

 

新日東鋼管株式会社 代表取締役専務 藤村亮介 

皆さんとサッカーできて楽しかったです。1試合 1試合成長していく姿がすごく目に見えました。 

未来のいわてグルージャ盛岡の選手を見れた気がします。小松 駿太 選手、深川 大輔 選手、奥山 

洋平 選手と共に、いわぎんスタジアムピッチでプレーすることを期待しています。サッカー選手

になる夢や、サッカー以外にでもいろいろな夢を持って、そこに向かって頑張ってください。 

今日はありがとうございました。 

いわてグルージャ盛岡 強化部長 安竜鎮 


