JFA フットボールデー徳島２０１７ in ウチノ海

開催要項

1 開催趣旨
(1)サッカーやビーチサッカーを通じて、少しでもスポーツを身近に感じてもらい、一
人でも多くの県民が一堂に、スポーツに触れ合い楽しむことができる機会を提供し
たい。
（2）本イベントを通して、県民のスポーツや健康に対する関心の高揚を図る。
将来を担う子どもたちの健全育成と生涯スポーツ振興の機運の醸成に努めたい。
2 主

催

一般社団法人 徳島県サッカー協会

3 共

催

徳島県、鳴門市

4 後

援

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人徳島新聞社

5 協

力

（一社）徳島県サッカー協会加盟郡市サッカー協会 (徳島市・鳴門
市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・三好・美馬・名西郡・
板野郡・海部郡）

6 協

賛

株式会社笹倉スポーツ社、株式会社アイネット、NPO 法人徳島スポ
ーツクラブ・カバロス、協業組合徳島印刷センター

7 対

象 ①徳島県内のキッズ（幼稚園児～小学校 4 年生）
②徳島県内の小学生（5 年生～6 年生）
③徳島県内の中・高校生・大学生
④大人・保護者
※いずれもサッカーの経験者、未経験者を問わない

8 参加者数

約 1,000 人を予定

9 実施会場

鳴門ウチノ海総合公園（鳴門市鳴門町高島字北 679）

10 実施月日

平成 29 年 11 月 3 日（金・文化の日） 10：00
受 付：

9:20 ～ 9:40 予定

開会式：

9:45 ～ 9:55 予定

～ 15：00

イベント開始： 10:00 ～
11 実施内容

① ＪＦＡキッズ(U-8/U-10)サッカーフェスティバル
(小学校 4 年生以下男女対象)
② ビーチサッカー大会(小学校 5 年生以上男女対象)
小学生の部、中学生以上の部に分かれて行う
③ ガールズレディースサッカーフェスティバル
小学生の部、中学生以上の部に分かれて行う
④ 親子サッカー教室（幼稚園児とその保護者、小学生 1・2 年生
とその保護者で参加）
⑤ ＰＫ合戦（トーナメント）
⑥ ドリブルリレータイムトライアル
⑦ 地域サッカー協会による地域物産展示即売会

12 参 加 料

無料

13 参加申込

各イベント開催要項を確認のうえ、別紙参加申込書に所定事項を明
記し、FAX 又は郵便にて申し込みをしてください。（複数イベント
参加可。その場合は申込用紙をコピーし、イベントごとの申込みを
お願いします。
）※FAX 送付の際は、確認の電話をお願いします。
①申込先：〒770-0864 徳島市大和町２丁目１－６佐々木ビル
（一社）徳島県サッカー協会事務局
TEL:088-655-6190 FAX:088-656-8121
②申込期限：平成 29 年 10 月 10 日（火）正午必着

14 そ の 他

①傷害保険に加入していない参加者には主催者がイベント保険に
加入しますが、イベント開催中の負傷等については、応急処置は
行いますが、参加者側で対応してください。
②傷害保険に未加入の方は、該当する参加者の番号を○で囲んでく
ださい。チーム等ですでに傷害保険等に加入済みの参加者につい
てはイベント保険加入の必要はありません。
③昼食、飲み物類は各自で持参してください。簡単な昼食は同時
開催の地域物産展即売ブースで済ますこともできますので是
非ご利用ください。

15 タイムスケジュール（変更の可能性あり。）
受 付

09:20～09:40 受付ブース

開会式

09:45～09:55 本部席前

JFA キッズサッカーフェスティバル

10:00～12:00 特設コート

ビーチサッカー大会

10:00～12:00 特設コート

親子サッカー教室

10:00～11:30 特設コート

ガールズレディースサッカーフェスティバル 13:00～14:00 特設コート
ＰＫ合戦（トーナメント）

13:00～14:00 特設コート

ドリブルリレータイムトライアル

14:00～15:00 特設コート

地域サッカー協会による地域物産展示即売会

11:00～15:00

16 問い合わせ先

特設テント

一般社団法人徳島県サッカー協会事務局（TEL：088-655-6190）

種目別実施要領
1 ＪＦＡキッズ(U-8/U-10)サッカーフェスティバル

①実施予定時間：10:00～12:00 （集合 09:55 特設コート）
②参加対象：U-8(8 歳以下男女) 先着 18 チーム
U-10(10 歳以下男女) 先着 18 チーム
③実施内容：(1)カテゴリー別に 8 人制ゲーム
(2)親善試合方式とし、成績順位はつけない。1 チーム 2 試合以上実施。
④特

典：参加チームにサッカーボールと参加選手全員に参加賞を贈呈する。

⑤参加申込：(1)別紙参加申込書に所定事項明記のうえ、カテゴリーごとに申込む。
(2)それぞれ（1 カテゴリーに）複数チームでの申し込み不可。
※先着順とする。
（HP 上に参加確定チームを掲載する。10/20 夜予定）
⑥注

意：(1)出場選手はできる限り揃いのユニフォームの着用またはビブスを準
備すること。
(2)スパイクの使用不可。レガース着用。

2 ビーチサッカー大会
①実施予定時間：10:00～12:00（集合 09:55 特設コート）
②参加対象：
(1)小学生の部 （小学校 5，6 年生で構成）先着 10 チーム
(2)中学生以上の部

（中学生、高校生、大学生、成年、シニアなど、

中学年代以上の選手で構成されたチーム；中学生以上であれば混成チ
ームも可）先着 10 チーム
③実施内容：(1)5 人制で行う。
(2)試合はトーナメント方式で行う。
(3) チーム編成は、5 人以上とする。中学生以上の部に出場するチーム
は、試合中常時女性が 2 名以上、ＧＫは男性とする。
(4)試合は裸足が原則であるが、ストッキング類の靴下を履いてもよい。
④特

典：それぞれの部の優勝、準優勝、3 位チームに賞状、賞品を授与する。

⑤参加申込：(1)別紙参加申込書に所定事項明記のうえ、カテゴリーごとに申込む。
(2)それぞれ複数チームでの申し込みは不可。
※先着順とする。
（HP 上に参加確定チームを掲載する。10/20 夜予定）
⑥注

意：出場選手はできる限り揃いのユニフォームの着用またはビブスを準備す
ること。

3 親子サッカー教室
①実施予定時間：10:00～11:30（集合 09:55 特設コート）
②参加対象：
（1）幼稚園児の子供とその保護者 先着 15 組
（2）小学 1・2 年生の子供とその保護者 先着 15 組
③実施内容：親子でサッカーを通してのふれあい
④特

典：参加親子に参加賞

⑤参加申込：(1)別紙参加申込書に所定事項明記のうえ申込む。
※先着順とする。（HP 上に参加者確定を掲載する。10/20 夜予定）
4 ガールズレディースサッカーフェスティバル
①実施予定時間：13:00～14:00 （集合 12:55 特設コート）
②参加対象：(1)小学生の部

（小学生で構成）先着 10 チーム

(2)中学生以上の部 （中学生、高校生、大学生、成年、シニアなど、
中学年代以上の選手で構成されたチーム；中学生以上であれば混成チー
ムも可）先着 10 チーム
③実施内容：(1)5 人制で行う。
(2)親善試合方式とし、成績順位はつけない。1 チーム 2 試合以上実施。
④特

典：参加チームにサッカーボールと参加者全員に参加賞を贈呈する。

⑤参加申込：(1)別紙参加申込書に所定事項明記のうえ申し込む。
(2)それぞれ複数チームでの申し込みは不可。
※先着順とする。
（HP 上に参加確定チームを掲載する。10/20 夜予定）
⑥注

意：(1)出場選手はできる限り揃いのユニフォームの着用またはビブスを準
備すること。
(2)スパイクの使用不可。レガース着用。

5 ＰＫ合戦
①実施予定時間：13:00～14:00 （集合 12:55 特設コート）
②参加対象：(1)小学校 5，6 年生で構成されたチーム。抽選 20 チーム。
(2)チーム編成は、5 人以上とする。
③実施内容：(1)5 人一組（ＧＫを含む）で対戦する。
(2)トーナメント方式で行う。
(3)5 人連続で蹴り合計得点で競う。合計得点が同点場合はサドンデス。
④特

典：優勝、準優勝に賞状・賞品を授与する。

⑤参加申込：(1)別紙参加申込書に所定事項明記のうえ申し込む。
(2)それぞれ複数チームでの申し込みは不可。
※主催者側で抽選。（HP 上に参加チームを掲載する。10/20 夜予定）
⑥注

意：(1)出場選手はできる限り揃いのユニフォームの着用またはビブスを準
備すること。
(2)スパイクの使用不可。

6 ドリブルリレータイムトライアル
①実施予定時間：14:00～15:00 （集合 13:55 特設コート）
②参加対象：(1)小学生の部 （小学校 5，6 年生で構成）先着 15 チーム
(2)中学生以上の部

（中学生、高校生、大学生、成年、シニアなど、

中学年代以上の選手で構成されたチーム；中学生以上であれば混成チ
ームも可）先着 15 チーム
③実施内容：
（1）5 人 1 組で実施
(2)5 人全員の合計タイムで競います
④特典：それぞれの部で１位、２位に賞状・賞品を授与する。
⑤参加申込：(1)別紙参加申込書に所定事項明記のうえ申し込む。
(2)複数チームでの申し込みは不可。
※先着順とする。（HP 上に参加確定チーム掲載する。10/20 夜予定）
⑥注意：(1)スパイクの使用不可。

8 地域サッカー協会による地域物産展示即売会
県内各地域の物産、食べ物（昼食にご利用ください）、飲み物等の販売
開店時間：11:00～15:00 特設テント

