
令和４年４月吉日 

保 護 者  各位 

公益社団法人 岩手県サッカー協会 

キッズ委員長 瀬谷 圭太 

キッズエリートチーフ 佐藤 洋充 

岩手県 FA キッズエリートプログラム２０２２盛岡スクールについてのご案内 

 

 この度は、エリートプログラム盛岡にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。 

参加申込を受け付け、今年度の盛岡スクールへの入会が確定いたしました。 

参加の手続き、ならびに初回 5月１日の詳細をお知らせいたしますので、ご確認の上、会場にお

越し下さい。よろしくお願い申し上げます。 

記 

１．同封書類  ①日程表および注意事項 ②参加費の支払方法 ③会場地図 

④当日の開催情報（雨天中止等）インターネットサイト確認方法 

２．参加手続  期日までに参加費の振り込みをお願いします。  申込みフォーム QR コード 

また継続者は、4 月２５日までに、申込フォームより、  

参加者情報の登録をお願いします。（新規の方は登録済みとなります。） 

携帯電話でドメイン指定受信を設定されている場合は、 

『＠fa-iwate.com』からのメールを受け取れるよう設定をお願いします。 

イベント案内・雨天時代替日案内等でも登録情報および申込フォームを使用します。 

３．日時・会場  令和４年 5月１日（日）岩手県営運動公園 補助競技場 

 

小５・小６（U-1２） 年中・年長（U-5/U-6） 小１・小２（U-7/U-8） 小３・小４（U-10） 

８時０0 分  受付開始 ９時２５分  受付開始 ９時４0 分  受付開始 1０時５５分  受付開始 

８時２０分  開始式 ９時４５分  開始式 １０時０0 分  開始式 1１時１５分  開始式 

９時４０分  練習終了 １０時３５分  練習終了 1１時１０分  練習終了 1２時３５分  練習終了 

＊ 初日は、サンプルユニフォームをご用意します。ご希望の方は試着できます。後日お渡しします。 

４．持ち物 

・外用の運動シューズ、またはサッカートレーニングシューズ （サッカースパイクは不可） 

・運動しやすい服装、飲み物、タオル、帽子、着替え、そのほか各自で必要な物 

＊ 補助競技場内はサッカースパイク使用禁止です。 

＊ サッカーボールは当スクールで用意しますので、持参する必要はありません。 

５．その他 

・悪天候やグラウンド状況により、活動を中止にする場合があります。当日の朝７時３0分ま

でに決定しますので、開催情報インターネットサイト（同封別紙を参照）またはキッズ委員

会事務局までご確認ください。 

・お子さん及び保護者の皆様方の写真・映像を広報活動等に使用するため、カメラ撮影させて

頂く事がございますのでご了承ください。尚、本件に関してご不明の点等がございましたら、

キッズ委員会事務局までご連絡ください。 

問い合わせ先   ◆（公社）岩手県サッカー協会  019-681-8010 （事務局：蝦名） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVNiKHsXFOgb1zCFeHyIMJ4eSn0rTmse7-waWMvKuYpTgcg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


◎盛岡スクール 1 年間活動の流れ 

盛岡スクール 日程 時間 備考 会場 

第 1 回 5/1(日） 8:00～13:00   県営補助 

盛岡補 U-6/U-8 欠ゼロ 5/8(日） 9:00～12:30 希望者のみ参加 いわスタ 

第 2 回 5/15(日） 8:00～13:00   県営補助 

第 3 回 5/22(日） 8:00～13:00 
 

県営補助 

予備日 5/29(日） 8:00～13:00   県営補助 

交流会 6/4(土） 8:00～12:00 ★1 時間少ない FBC 

第 4 回 6/11(土） 8:00～13:00  県営補助 

予備日 6/12(日） 8:00～13:00   県営補助 

第 5 回 6/19(日） 8:00～12:00 ★1 時間少ない FBC 

盛岡補 U-6/U-8 欠ゼロ 5/8(日） 9:00～12:30 希望者のみ参加 いわスタ 

盛岡補 U-6/U-8 欠ゼロ 

6/26(日） 9:00～12:30 希望者のみ参加 いわスタ 

9:00～12:30 

希望者のみ参加 いわスタ 

予備日 7/9(土） 8:00～13:00   県営補助 

ゼビオカップ 7/9(土） 8:00～17:00 
・U-10 希望者のみチーム参加

（先着順） 
いわスタ 

ゼビオカップ 7/10(日） 8:00～17:00 

・U-8 希望者のみチーム参加

（先着順） 

・U-10 希望者のみチーム参加

（先着順） 

・花巻 U-6/U-8/U-10補欠ゼロ 

いわスタ 

第 6 回 7/17(日） 8:00～13:00  ラ・フランス 

夏キャンプ① 7 月未定   希望者（小 3 年～6 年）   

第 7 回 7/24(日） 8:00～13:00 
 

ラ・フランス 

第 8 回 8/7(日） 8:00～13:00   県営補助 

夏キャンプ② 8 月未定   希望者（小 3 年～6 年）   

予備日 8/11(木） 8:00～13:00   県営補助 

第 9 回 8/20(土） 8:00～13:00  県営補助 

盛岡補 U-6/U-8 欠ゼロ 8/21(日） 9:00～12:30 希望者のみ参加 いわスタ 

第 2 回ニットーキッズ 

サッカーフェスティバル 
8/28(日） 8:00～17:00 

・U-6 希望者のみ参加 

・U-8 希望者のみ参加 

・U-10 希望者のみ参加 

滝沢陸上 

クーバー体験教室 9/3(土） 14:00～18:00 ★午後（希望者のみ先着順） FBC 

第 10 回 9/4(日） 8:00～13:00   県営補助 

第 11 回 9/25(日） 8:00～13:00 
 

県営補助 

第 12 回 10/2(日） 8:00～13:00   県営補助 

交流会 10/8(土） 8:00～13:00  FBC 

第 13 回 10/16(日） 8:00～13:00   県営補助 

盛岡スクール 日程 時間 備考 会場 

予備日 10/22(土） 8:00～13:00  県営補助 

第 14 回 11/6(日） 8:00～13:00   県営補助 

第 15 回 11/13(日） 8:00～13:00   県営補助 

第 16 回 11/20(日） 8:00～13:00   サンビレ 

盛岡補 U-8/U-10 補欠ゼロ（予定） 12/３(土） 8:00～17:00 ※１ 県営体育館 

第 17 回 12/4(日） 8:00～13:00   サンビレ 

盛岡補 U-8/U-10 補欠ゼロ（予定） 12/10(土） 8:00～17:00 ※１ 県営体育館 

第 18 回 12/18(日） 8:00～13:00 
 

サンビレ 

盛岡補 U-8/U-10 補欠ゼロ（予定） 1/7(土） 8:00～17:00 ※１ 県営体育館 

冬キャンプ③ 1 月未定   希望者（小 3 年～6 年）   

盛岡補 U-8/U-10 補欠ゼロ（予定） 1/14(土） 8:00～17:00 ※１ 県営体育館 

第 19 回 1/29(日） 8:00～13:00   サンビレ 

第 20 回 2/5(日） 13:00～17:00 ★午後、1 時間少ない サンビレ 

盛岡補 U-8/U-10 補欠ゼロ（予定） 2/25(土） 8:00～17:00 ※１ 県営体育館 

予備日 2/23(木） 8:00～13:00   サンビレ 

予備日 3/5(日） 13:00～17:00 ★午後、1 時間少ない サンビレ 

盛岡補 U-8/U-10 補欠ゼロ（予定） 3/11(土） 8:00～17:00 ※１ 県営体育館 

  ※１ U-8希望者のみ参加  U-10冬場2回程度  チーム割り当て（希望者） 

 

活動時間 

 

 

 

 

 

 

〇最新の活動予定表は、岩手県サッカー協会 HP キッズ委員会ページ欄に

更新掲載しますのでそちらをご確認してください。 

 

 U-6 U-8 U-10 U-12 

通常 9:45～10:35 10:00～11:10 11:15～12:35 8:20～9:40 

6/4,19 9:00～9:50 9:00～10:10 10:20～11:40 10:20～11:40 

10/8 9:00～10:15 8:45～10:30 8:30～10:30 10:30～12:45 

2/5,3/5 13:10～14:00 13:30～14:50 15:00～16:40 15:00～16:40 



 各種イベント（現時点での予定） 

◆交流会、体験教室✦ 参加費無料です。 

✦地元少年団・クラブチームとの交流試合も兼ねて開催を計画しています。内容が決定次第、

ご案内いたします。 

6 月４日（土）8時～1２時 交流会 場所：岩手県フットボールセンター 

9 月３日（土）1４時～１８時 クーバー・コーチ

ング体験教室 

場所：岩手県フットボールセンター 

10 月８日（土）8時～13 時 交流会 場所：岩手県フットボールセンター 

◆フェスティバル・補欠ゼロリーグ✦ 参加費無料です。 

✦ 今年度もフェスティバル・補欠ゼロリーグに参加して、同じ年代の子供たちとの試合を通

じて、色々な経験をしていきたいと考えています。内容が決定次第、ご案内いたします。 

7 月９日（土）予定 U-10 キッズフェスティバル予選リーグ 場所：いわぎんスタジアム 

7 月１０日（日）予定 U-10 キッズフェスティバル決勝トーナメント 場所：いわぎんスタジアム 

7 月１０日（日）予定 Ｕ-８キッズサッカーフェスティバル 場所：いわぎんスタジアム 

８月２８日（日）予定 第２回ニットーキッズサッカーフェスティバル 場所：滝沢総合公園陸上競技場 

5/８(日)・ 6/26(日)・8/21(日)の 

３回案内予定 

盛岡地区キッズ補欠ゼロリーグ（夏季） 

対象：Ｕ-6（年中～年長） 

Ｕ-8（小 1～2） 

場所：いわぎんスタジアム 

 

12 月、１月、２月 

の３回（未定） 

盛岡地区キッズ補欠ゼロリーグ（冬季） 

対象：Ｕ-6（年中～年長） 

場所：青山小学校体育館 

１/14(土）予定 U-8/U-10 ファミリーフットサル 場所：県営体育館 

12/３（土）・ 1/７(土） 

2/2５(土）・ 3/１１(土）の 4 回予定 

盛岡地区キッズ補欠ゼロリーグ（冬季）  

対象：Ｕ-8（小 1～2） 

場所：岩手県営体育館 

１２/３（土）・１２/10（土）・ 1/

７(土）・2/2５(土）・ 3/１１(土） 

の 5 回から調整して２回参加予定 

盛岡地区フットサル交流会（冬季） 

対象：U-10（小 3～4） 

場所：岩手県営体育館 

◆キャンプについて 

✦有料イベントです。交通費・宿泊代等を試算し、内容と合わせてご案内いたします。 

7 月未定 

１泊２日で調整中 

サマーキャンプ 

対象：U-1２(小３～小６)予定 

場所：未定 

８月未定 

2 泊 3 日で調整中 

サマーキャンプ 

対象：U-1２(小３～小６)予定 

場所：未定 

１月未定 

2 泊 3 日で調整中 

ウィンターキャンプ 

対象：U-1２(小３～小６)予定 

場所：八幡平（予定） 

◎ 上記の各種イベントについては、参加は強制ではありません。参加希望者を募集

しながら進めていきますので、ぜひ積極的にご参加をお願いいたします。 

 



 お 願 い （注意事項）  

◆悪天候やグランド状況により、活動を中止にする場合があります 

当日の活動の有無は、朝７時３0分に決定いたしますので、開催情報インターネットサイト（同

封別紙を参照）またはキッズ委員会事務局（蝦名）までご確認ください。 

なお、開催決定を通知した後に天候悪化によって活動を中止にする場合もありますので、ご了

承ください。 

◆雨天等で中止になった場合は、予備日（代替日）を設けます。（日程表を参照） 

◆活動中の体調管理や負傷について 

子どもたちの体調管理には、こちらも十分気を付けますが、体調が悪くなりましたら、遠慮な

くスタッフまで申し出て下さい。 

練習中に怪我をした場合、現場での応急処置はこちらで行ないますが、その後は保護者の方に

お願いすることになりますので、ご了解願います。 （スポーツ傷害保険に加入しております） 

活動中の事故防止のため、保護者の方も危険に気が付いた際にはご協力をお願いいたします。 

◆持ち物 

 

 

◆連絡事項 

・ 募集コースの通りに各年代で練習することを基本として考えております。参加人数の状況

によっては変更する場合があります。 

 

 

 

運動しやすい服装、シューズ、飲み物、タオル、着替え、帽子（夏）、その他各自

で必要な物 

＊ サッカーボールは当スクールで用意しますので、持参する必要はありません。 

＊ サッカーの練習では長いズボンよりも、ハーフパンツとアンダータイツなどを組み合

わせた服装のほうが動きやすいので、おすすめします。 

＊ イベントの際は、ケガ防止のためサッカー用ソックスとスネあてシンガードの着用を

お願いする場合があります。 （わからないことはコーチに相談してください） 

シューズについて 

県営運動公園 補助競技場 

（芝グラウンド） 

外用の運動シューズ、またはサッカートレーニングシューズ 

＊ サッカースパイクは不可。 

＊ 補助競技場内はサッカースパイク使用禁止です。 

岩手県フットボールセンタ

ー （人工芝グラウンド） 

外用の運動シューズ、またはサッカートレーニングシューズ 

＊ サッカースパイクは事前にコーチに確認してください。 

サンビレッジ紫波 

（室内人工芝の体育館） 

室内用の運動シューズ、または体育館用フットサルシューズ 

 

その他の会場や、 

各種イベントの場合 

会場によってシューズ規制があります。イベントによってシ

ューズ規制があります。事前にコーチに確認してください。 

 
  

 
 



参加費の支払方法について 

＊新型コロナウイルス感染拡大の影響で、日程変更、中止にする場合が

あります。代替日等設定して回数確保に努めますが、やむなく回数に達

しない場合でも、原則参加費の返金はありませんので、ご了承下さい。 

◆参加費 

エリート盛岡スクール  1 名  参加費 17,000 円  

＊ オリジナル半袖ユニフォーム付き。スポーツ傷害保険加入料を含みます。 

◆お支払 方法 

＊ 支払回数／ 一括、もしくは分割をお選び下さい。 

＊ 支払方法／ 銀行振込のみとなります。 

現金での手渡しは受け付けいたしません。 

振込手数料がご負担となりますのでご了承ください。 

＊ 途中退会による返金は致しかねますので、予めご了承ください。 

◆お支払 〆切日 

① 一括（17,000 円）の場合 

      振込〆切日  ６月３０日（木）      17,000 円 

② 分割（8,500 円×2回）の場合 

      振込〆切日（1 回目） 5 月３１日（火）   8,500円 

      振込〆切日（2 回目） ６月３０日（木）   8,500円 

＊ 下記の銀行口座へ、〆切日までにご入金ください。 

＊ なお、参加費の他に振込手数料がご負担となりますのでご了承ください。 

◆振込先 

 

口座・・・ 岩手銀行 青山町支店 

 普通 ２０１３０７６ 

名義・・・ 公益社団法人岩手県サッカー協会 キッズ委員長 瀬谷圭太 

 

振込ご依頼人名は「お子さまのお名前」＋「参加地区番号」 として下さい。 

エリ－ト盛岡の「参加地区番号」は 「１」 です。 

ご依頼人名の記入例 ： モリオカ タロウ １ 

                                           

＊兄弟でご参加の場合は、手数料の加算を避けるため、 

名前を連名にして、金額合算して、1回の振込でも大丈夫です。 

（例）モリオカ タロウ１ ジロウ１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


