
 

 

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 

JFA ユニクロサッカーキッズ in 岩手写真館 
*********************************************************************************************** 

開催日：  20２２年 9 月１１日 (日 )  午前の部  受付時間 09:00～9:30/開会式 9:40/試合 10:10～11:37                     

午後の部  受付時間  12:30～13:00/開会式 13:10/試合 13:40～15:07 

会 場： 遠野運動公園陸上競技場 

主 催： 公益財団法人日本サッカー協会/公益社団法人岩手県サッカー協会 

主 管： 公益社団法人岩手県サッカー協会  

後 援： 岩手県/岩手県教育委員会/遠野市/遠野市教育委員会/公益財団法人岩手県体育協会/ 

遠野市体育協会/岩手日報社/IBC 岩手放送/テレビ岩手/めんこいテレビ/岩手朝日テレビ/遠野テレビ 

特別協賛：株式会社ユニクロ 

スペシャルゲスト：いわてグルージャ盛岡 

小野田将人 選手（DF 36 番） 

スタッフ 菊池利三 

アカデミーコーチ 3 名 塩野良太、佐藤公紀、板垣大夢 

  マスコット協力：遠野市公式キャラクター「カリンちゃん」、「くるりんちゃん」 

運営スタッフ 65 名： 岩手県サッカー協会キッズ委員会スタッフ 20 名/遠野市役所職員 8 名/遠野市体育協会 1 

名/遠野市サッカー協会スタッフ 8 名/遠野高校サッカー部 20 名/富士大学サッカー部 8 名 

内 容： 6人制ゲーム（1チームあたり 3試合）試合時間：前半 5分、インターバル 2分、後半 5分、1ピッチのサイズ：25m

×12m 程度（午前 9 ピッチ、午後 4 ピッチ） 

対 象：  6 歳以下の未就学児で、5 人以上で構成されたチームか個人 

（小学生は不可。サッカー経験の有無、男女は問わない。） 

参加者： ２９８名 （男 217 名、女 81 名）  

午前の部 24 チーム 173 名（男 115 名、女 58 名）、個人参加 65 名（男 56 名、女 9 名） 

午後の部 3 チーム 18 名（男 13 名、女 5 名）、個人参加 42 名（男 33 名、女 9 名） 

  その他：カタールワールドカップ日本代表の応援の機運を高めるべく、日本代表バスが展示されました。 

 

＜入場ゲートで検温とアルコール消毒、受付、選手入場、開会式の様子＞ 

  



 

 

＜午前の部、午後の部 開会式の様子＞ 

  

 
 

＜試合、アトラクションの様子＞ 

 



 

 

    



 

 

 



 

 

＜サッカー日本代表バス展示の様子＞ 

 

＜参加者・保護者からのコメント（一部抜粋）＞ 

午前の部チーム参加者 

・子どもは楽しめたので良かったと思います。コロナ禍ということで、ピッチに引率者 2名しか入れなく子どもをまとめ

るのが大変だと感じました。 

・出来ることなら内田篤人さんに来て欲しかったです。子供の一生懸命な姿がみれて良かったです。（阿部さくらさん） 

・年中の 11 月からサッカーを習ってます。なかなか、小さい子どもたちの試合形式はなくて、はじめて、ユニクロサッ

カーに参加しましたが、見てる親も楽しかったです。周りにあった遊べるところには、試合の合間が短く行けなかった

のが残念で、子ども達も残念そうでした。 

・試合の待ち時間の遊び場があって子供達が飽きずにいられたのが良かったです。（菊池一貴さん） 

・子どもたちが、大いに楽しむことが出来たことと、沢山お土産をいただけたことがよかったです。 

キャプテン内田選手が来なかったのが残念でした。今後の開催も期待してます。（ヴェレイズ大新フットボールクラブ） 

・午前の未就学児の部では受付から試合開始まで時間がかかりすぎて子供が疲れたり飽きたりしていました。アトラクシ

ョンもあったが未就学児を連れて行くには無理があり、アトラクションはできなかったです。サッカー自体は大いに楽

しんでいたので良かったです。（三浦顕滋郎さん） 

・子供達が楽しめる環境もあり非常に良かったです。また、スタッフの数もありスムーズな運営だったと思います。当日

は暑かったので、ピッチ空きスペースにテントなどの休憩所があればよかったです。 

・時間いっぱい体を動かせたので、とても楽しそうでした。（小松翔一さん） 

・初心者チームでしたが、こどもたちがサッカーに触れる体験ができ、とても楽しかった、またやりたいというほどです。

ありがとうございました。（ミノさん） 

・子どもたちは、遊びのエリアがあって楽しそうでした。ありがとうございました。ただ、ものすごく日差しが強かった

ので、熱中症予防のために、ピッチ内にも休息場として日除けのテントがあっても良かったのかなと思いました。 

 

午前の部個人参加者 

・この年代はゲームが少ないので、貴重な経験をありがとうございました！もっとゲームを楽しめる機会が増えて欲しい

と思います。（カワシマ ケイタさん） 

・子どもも楽しめたようで、終わった後とても楽しかったと言っていました！また機会があればぜひ参加したいと思いま

した（関野 綾人さん） 

・サッカーのあまり経験がないので、試合形式でも楽しめましたが、サッカー教室などの機会もあると嬉しいです。 

・チームについてくれた方が、子供の扱いに慣れておらず、試合開始時に集合させられていなかったです。 

開会式前の集合時点で、集合場所に係りの方が来なかったです。 

・個人参加でしたが、チームを一緒に申し込んだ子供たちと一緒にしてくれたり、コートの場所も配慮していただいたの

か近くだったのでみんなで楽しむことができました。モニターなどで子供たちの様子を映してもらうなどあれば、いろ

いろな表情が見られてよかったのかな？と、思いました。 

・スタッフの方々が親切で、子どもも楽しめたようです。また、スタッフの人数も多く安心して子どもを預けることがで

きました。（チダハルタさん） 

・スタッフの対応が丁寧でとても好印象でした。（ジンリントさん） 

・サッカー協会の方々はじめスタッフの皆さんも感染対策から運営まで一生懸命動いていただき感謝ですし、引率して下

さった学生さんも子供の目線になって子供達を楽しませてくれ感謝の気持ちでいっぱいです。 

・観戦マナーの悪い保護者が一部目に付いたのが残念でした。観戦エリア外での写真・ビデオ撮影やコートサイドまで行

っての声援などが見受けられ、芝生エリアでルール通りに観戦されている方の妨げになっていました。運営側がせっか

く素晴らしい場を提供して下さっているのだから参加する側もマナーを守る事でお互いに気持ち良く参加できると思



 

 

います。 

・せっかくプロの方がいらしていたので、テクニックなどを子どもたちにもっと見せていただきたかったです。（サワム

ラサキさん） 

・９月とはいえ、強い日差しの中でのイベントだったので、休憩時間用に各ピッチにテントなどあると親としては安心で

した。近くに付いていられない分、体調が心配でした。 

・娘は幼稚園のサッカー教室で取り組んでいる程度なので少ししかボールに触れなかったのですが、本人はサッカーが好

きで楽しかったそうです。個人参加で心細かったのですが、楽しんでくれて安心しました。 

主催者様、スタッフの皆さん、お世話してくれた遠野高校のお兄さん方、ありがとうございました。 

・すごく丁寧に教えてくれて良かったです。開会式終了までが長いかな。（さん）タチバナシオン 

・UNIQLO のマスクなどのプレゼントとてもうれしかったです。こどもたちが熱中症になりそうでしたので、大人の話が

長いのが気になりました。 

・とても楽しく試合ができたようです。知らないお友達ばかりで心配していましたが「お友達ができた！」と嬉しそうに

していました。サッカーをすることだけはでなく、子供にとっていい経験をさせることができ満足です。 

・子供が伸び伸びとプレーできるようサポートしていただけてとても良かったです。 

・とても楽しく参加できました。息子にはサッカーの楽しさを知る、ボランティアで参加の高校生、大学生にとっては社

会との繋がりを知る、そして我々にとっては、息子の成長とともに、今の若者と言われる子たちがこんなにもまっすぐ

一生懸命な子たちなのだと知ることができました。彼らが社会に出た時に支えてあげられる世代になりたいと思いまし

た。とても価値あるイベントだったと思います。（セキガミさん） 

・対応してくれたスタッフがとても親切で安心して子供を預けることが出来ました。（ミヤ ユウタロウさん） 

・初めての参加でしたが楽しくサッカーが出来ました。ありがとうございました。また、参加したいです。最後に、ポケ

モンの何かがもらえると楽しみにしていたのですが、もらえなかったので残念でした。（ムラカミゴテンさん） 

・子供がとても楽しかったと言っていました。どうもありがとうございました。配布物を事前にまとめておく等の工夫が

あれば、良かったと思います。引率のお兄さん達が、子供の対応をしつつ配布していて大変そうでした。 

・スタッフの皆様が一丸となり、サポートしていただき、子どもたちも「楽しかったー！」と大満足していました。開催

していただき、ありがとうございます！（マツダさん） 

・試合がたくさんできて楽しかったと言っていました。このような機会を設けていただき感謝します。ありがとうござい

ました。（ｻｻｷｹﾝﾄさん） 

・J リーガーが来てくれたのでもっとピッチを巡回して欲しかった。その他はとてもよかったです。（中村颯汰さん） 

・給水もあり、熱中症対策もされていて良かった。試合の合間に遊ぶスペースがあり、子供が飽きずにすごせました。（ｵ

ｶﾞﾜﾑﾂｷさん）  

・本人にどれくらい（1〜4 で）楽しめたか聞いたら、一万億楽しかったそうです。親から見たらついていくのに精一杯

のように見えましたが、ボールを一生懸命追って走る姿が見られて、必死な中でも楽しさを見出していた事が分かって

嬉しかったです。家族それぞれにとって良い経験になりました。ありがとうございました！一点だけお伝えするとした

らですが…ボールがラインアウトした際に、戻るコートが分からなくて隣のコートの試合に混ざっていく様子が何度か

見られたので、初心者の試合だけでも、隣り合うコートで試合するチームのユニフォームの色が片方でも違うと、より

分かりやすいかな？と感じました。（アベリュウさん） 

・子供がどこのコートで試合するか分からなかったので、対戦スケジュールがほしかったです。（サワベさん） 

・高校生のお兄さんや、お姉さんたちが優しかったです。参加賞にバラツキがありました。兄弟でチームが別れて、コー

トもばらばらで見られないものもあって残念でした。（ｷｸﾁﾖｼｴさん） 

・年少児がはじめて参加しました。お世話をきてくれたスタッフの方学生の方、いうことを聞かない息子を泣かせること

も怒らせることもなく上手にプレーに参加させてくださって、とてもありがたかったです。 

・子供が楽しそうにボールを追いかけて走り回っていたので楽しそうで良かった。陸上用のトラックがあり少し遠くて見

づらかったです。（ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄさん） 

午後の部チーム参加者 

・コロナの関係もあり、感染症対策をしながらの運営で少し物足りなさも感じましたが、参加したこどもは楽しめたよう

です。以前のようなフェスティバルが開催できることを願います。（ヨッシーさん） 

・キッズにとってとても良いイベントです。 

午後の部個人参加者 

・サッカーが楽しいと思うきっかけを作って頂きありがとうございました。我が子がボールに触れようと楽しそうに懸命

に走ってる姿を見て参加させて良かったと思いました。暑い中、運営ありがとうございました。（シュウヤさん） 

・良かった点 お兄さんが優しかった、ボール蹴るのが楽しかったです。（ササキカイトさん） 

・子供に対し、見守って頂いたコーチの人数が多く、安心出来ました。 

キャンセルが多かった様で、子供たち同士の試合が出来なかった事が残念ではありましたが、大会自体が中止になら

なくて嬉しく思います。1 ヶ月以上も前から楽しみにしていた大会でしたので、年少児でも気軽に参加出来るサッカー

イベントがあれば是非また参加させて頂きたいと存じます。（ホリウチ タケヒロさん） 

・開会式が長いです。（ｽｶﾞﾜﾗﾕｳﾄさん） 

・参加してみてサッカーがより好きになったみたいです。来年も参加させたいです。 

・子供がとても楽しめたので良かったです！（こうがさん） 

・自分の子供のチームの試合がない時に他のチームでもキックターゲットで遊んでいたチームもあったので、調整等大変

だとは思うが臨機応変に対応できたのではと思います。 



 

 

・子どもたちの楽しそうな笑顔を見れてよかったです。（はるさん） 

・関係者の方々が皆さんとても優しくしてくださり、怪我なくのびのびと楽しくサッカーができたと思います。１つ、子

ども達のお手洗いをもう少し気にかけて時間を取って下されば尚、良かったです。3 試合終わるとすぐ保護者にかけよ

り、トイレ！と言われました。我慢してたのかな？と思いました。 

・悪かった点は、炎天下で日陰もなく暑すぎて心配でした。本部に設置したようなテントを会場サイドに置くなどして休

憩ポイントを日陰にして給水させるなどの熱中症対策は必要かなと思いました。" 

・グルージャのコーチから教えてもらえたり、富士大学のサッカー部の方たちと一緒にできたり、貴重な機会でした。写

真のサービスもありがたいです。 

・保護者がどこで見ていいかが良く分からずで、保護者のルールが良くわかりませんでした。スタッフも優しく子供がす

ごく楽しそうで何よりです。ありがとうございました。（テラウチタカハルさん） 

・スタッフをはじめ多くのサッカーに携わる方々が楽しい雰囲気（環境）を作っていただき子供たちも楽しそうにボール

を追いかけている姿を見ていると、サッカーとしてのグラスルーツを感じる事ができました。（オオタハルトさん） 

・難しいかもしれませんが来年度も是非ともよろしくお願いいたします。（熊谷なつめさん） 

・普段、すぐに諦めて怒ったり拗ねてしまう息子が試合を重ねるごとに真剣にボールを追いかけている姿に驚きました。

また、ボールが取れず拗ねたりしている息子に対してもサポートの皆さんが優しく関わって下さったことを本当に感謝

しています。コロナ禍で参加を迷いましたが、参加できてよかったです。本当にありがとうございました。（フジサワ

コウエさん） 

 

＜スペシャルゲストのコメント＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜運営スタッフのコメント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度はいわてグルージャ盛岡をご招待いただきありがとうございます。小さい子供たちがスポー

ツ又はサッカーを通じて体が存分に動かせる環境があることはとても良いことだと思いますので 

もっともっと多くの地域で取り組んで欲しいなと思います。子供たちのいきいきとした姿や 

必死にボールを追いかける姿に僕も子供の頃を思い出しました。また機会があれば参加させていた

だきます。 

 

いわてグルージャ盛岡選手 DF 36番 小野田将人 

遠野市役所の皆さん 

 

〇コロナ渦にありながらも、子供たちの笑顔が絶えることなく大きなケガ等も無く無事終えられた

ことに感謝申し上げます。帰る時まで笑顔で、手を振って帰って行く子供たちがとても嬉しそう

に誇らしげで輝いて見えました。本当に楽しんでいただけて、JFA、IFA、他関係者様に心より御

礼申し上げます。 本当にありがとうございました。  

                                      齊藤 和久 

 

〇大きな事故やケガもなく、子供たちにも楽しんでもらうことができてよかったです。受付時に、

過去２週間以内に体調を崩した子の参加をお断りするケースがあったが、従事マニュアルがあり 

 スムーズに対応ができたのかなと感じました。 

                                      鈴木 順平 

ユニクロサッカーキッズに参加させていただきありがとうございます。 

> 自分自身子供とサッカーをするのが好きでとても楽しむことができました。また、たくさんの元

気をもらうことができました。またこのような機会があれば参加したいと思いました。今回はあり

がとうございました。 

                           富士大学サッカー部 4年 佐藤 大雅 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠野市サッカー協会の皆さん 

 

〇暑い中でも頑張ってボールを蹴って走る子どもたちの姿がとても印象深く、スポーツを通じて世

代を問わず触れ合えるとてもいい機会となりました。不慣れな事も多々ありましたが、周りの方々

にサポートしていただき楽しくお手伝いすることができました。ありがとうございました。 

昆 朋美  

 

  

〇小学校前のカテゴリーについてはサッカー指導等はまだ厳しいと感じる一方、何か他のスポーツ

にも興味を持ってくれるかもしれないというきっかけ作りになったと思います。 

小水内 元気 

  

〇たくさんの子どもたちが楽しくサッカーに触れ合える素晴らしいイベントだと思いました。 

澤村 和希 

  

〇ユニクロサッカーキッズの運営の参加は初めてでしたが、岩手県サッカー協会の皆様の明るい雰

囲気があり、楽しく運営に関わることができました！ありがとうございました！ 

阿部 京子 

  

〇当日は秋晴れの良い天気、良い環境のグランドの下、ユニクロサッカーキッズイベントが開催さ

れました。予想よりも暑かったこともあり、参加された子どもたちも大変だったように思いまし

たが、元気いっぱい楽しんでいるように思えました。さらに内田篤人キャプテンがいらっしゃれ

ば、もっとサッカーに興味や夢を抱く子が増えたかもしれませんね。このような機会を作ってく

ださり、しかも遠野で開催してくださり、ありがとうございました。 

菊池 仁美 

 

〇青空の下、緑のフィールドに元気なキッズの歓声と沢山の輝く笑顔が、我々大人にも多くのエネ

ルギーを与えてくれたイベントでした。天候にも負けないほどの満足感を得て帰るキッズの姿が

とても印象的でした。関係していただいたすべての皆様に感謝いたしますし、高校生・大学生の

頑張りに拍手を惜しみません。本当にありがとうございました。次回も盛大に本事業が開催され

ることを願うものです。 

P.S. 日本代表が使用するバスもとても格好よかったでーす！！ 

菊池 俊之  

 

2年ぶりに遠野市で行われたユニクロサッカーキッズに初めて参加する機会を頂きました。ユニクロ

サッカーキッズは未就学児の子供たちに５対５のサッカーゲームやキックターゲットなどのアトラ

クションを通じて、サッカーや体を動かすことの楽しさを知ってもらい笑顔になってもらうイベン

トです。私たちの役割は、３歳から５歳の年少さんから年長さんの子供たちを５人から７人のグル

ープを１０グループにし高校生２人でお世話をしました。私たちが親御さんの代わりにお世話をす

るということで、その責任から本当に務まるのかという不安でいっぱいでした。案の定、初めはゲ

ームやアトラクションを楽しんでくれていたのですが、やっぱり親御さんのもとに泣きながら探し

に行ってしまう子供や飽きてしまい、別の場所に行ってしまう子供がいて大変でした。私自身に置

き換えて考えみれば、２年前から下宿生活をしていますが、当時、家族と離れて何も知らない環境

に飛び込むのは不安な気持ちでいっぱいでしたし、未就学児であれば１つの物事に取り組むことは

絶対に難しかったと思います。 

 ユニクロサッカーキッズを通じて、人の気持ち、立場、環境を考えて接することの大切さを改め

て学びました。例えば、お母さんに会いたくなり泣き出してしまった子には同じ目線となって話を

聞いてあげることや鬼ごっこやかくれんぼなど遊びを行い、気を紛らわせてあげる工夫をしてあげ

るなど、困難なことも創意工夫を凝らしながら取り組めば解決策が必ずあるということです。また、

未就学児と触れ合うことや教えてあげることの楽しさを実感し、これからの進路に生かしていきた

いと考えています。 

 私にとって初めての体験となることが多くありましたが充実した時間を過ごすことができまし

た。今回、このような素晴らしいイベントに参加させてもらい本当にありがとうございました。 

 

                          遠野高校サッカー部 3年 府金 悠大 



 

 

＜全体統括責任者のコメント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（編集：事務局 蝦名） 

１ 子どもたち 

 快晴の遠野運動公園陸上競技場に岩手県内の 298 名の元気な子どもたちが集まりました。子ども

たちとどのように触れ合うかを協会スタッフとともに学習した遠野高校サッカー部のエスコートで

会場に入りました。 

初めての場所に緊張したり、戸惑ったりすることもありましたが、少しずつ場に慣れ、たくさんボ

ールを蹴り、笑顔あふれる姿が見られました。 

いいプレーや元気いっぱい走る姿、とてもよかったです。ボールをじっくり見ること、ボールに触

ること、トンボを追いかけること、キャラクターに触ることなど、6歳以下の発育発達を思うと、す

べてよかったです。あわせて、この場に来てくれたことが一番よかったです。おうちの方々や、チ

ームの方々からの思いとすれば、「サッカーでの活躍」が欲しいところかもしれません。それもある

と思いますし、これからサッカーにもっと親しんでいただきたいと思います。しかしそれ以上に、

参加した子どもたちの将来を考えると、もっと考えたいことがあります。私たち岩手県サッカー協

会キッズ委員会は、「ワクワクドキドキを楽しめること」「運動の楽しさを味わえること」「いろいろ

な方と触れ合うこと」「あと伸びする素地づくりをすること」などを考えています。そのため、今回

参加してくださったことがとてもよかったと思います。「クラッキ」の紹介もしました。ぜひ、今回

をきっかけに運動の楽しさを味わい続けていただければ幸いです。もちろん、もっと運動をしたい

子、サッカーをしたい子には、私たちキッズ委員会のメンバーが全力でサポートします。 

 

２ スタッフ 

 日本全国各地で進めているこの「JFA ユニクロサッカーキッズ」の準備・運営にかかり、多くの

ゲストやボランティアスタッフのお力添えをいただきました。 

 いわてグルージャ盛岡 36番小野田将人様、ゼネラルマネージャーの菊池利三様をはじめスタッフ

の皆様、遠野市役所の皆様、遠野市サッカー協会の皆様、富士大学サッカー部の皆様、岩手県立遠

野高校サッカー部の皆様をはじめ多くの方々が、「子どもたちの笑顔のために」とご尽力をいただき

ました。本当にありがとうございました。 

 

３ スポンサー 

 ユニクロ様のお力添えのおかげで、この大規模なフェスティバルを開催できました。厚く御礼申

し上げます。 

 また、当日は、岩手県内のユニクロ店舗の皆様には、ワークショップを開催していただきました。

多くの子どもたちが「夢」を描くことができました。本当にありがとうございました。 

 

４ 次に向けて 

 岩手県サッカー協会キッズ委員会は、「すべての方の笑顔」のために、「JFA ユニクロサッカーキ

ッズ」を開催しました。今回で 13回となりました。 

 参加した子どもたちの笑顔が最高でした。保護者や関係者の方々からもあたたかいお言葉をいた

だきました。 

 岩手県サッカー協会キッズ委員会は、「サッカーを通しての社会貢献」を考えています。これから

も子どもたちの遊びや運動の機会創出のために力を尽くします。 

 保護者の方々におかれましては、ぜひ安心して私たちの事業にお子さんと一緒に来ていただきた

いです。 

 キッズサッカーをきっかけにたくさん多くの子どもたちが生き生きと毎日を送ることを願ってい

ます。そのために、私たちは学び続け子どもたちの環境整備に努めていきます。 

 

  

 最後になりましたが、公益社団法人日本サッカー協会堀地様、株式会社ジェイ・スポーツコミュ

ニケーションの西村謙一様には、この企画のすべてにご助言ご指導をいただきました。厚く御礼申

し上げます。 

 

岩手県サッカー協会キッズ委員会委員長 瀬谷 圭太 


