
 
 

やつしろキッズサッカー開催要項	 

１．主	 	 旨	 	 サッカーを楽しむことをきっかけとして、この大会を通じて次代を担う子ども達の心

身の健全なる育成と、地域のキッズサッカーに対する意欲向上・活性化に寄与すること

を目的とする。	 

	 

２．大	 会	 名	 「第７回やつしろキッズサッカー	 with	 ＫＩＲＩＮ」	 

	 

３．会	 	 場	 	 日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」	 日奈久ＩＣから車で 1 分	 

（熊本県八代市日奈久平成町 1-11	 TEL０９６５－３８－２０３９）	 

	 

４．開催日時	 平成２６年１０月２５日（土）	 8:00～より受付開始	 

	 ◎8:45 開会式	 	 ◎9:15 キックオフ	 	 ◎14:30 表彰式・閉会式	 

	 

５．主	 	 催	 やつしろキッズサッカー実行委員会	 

	 

６．特別協賛	 キリンビバレッジ㈱	 

	 

７．協	 	 力	 ＮＰＯ法人スポーツクラブ・エスペランサ熊本 熊本高等専門学校八代キャンパス 

一般社団法人八代市医師会 日奈久地区交通安全協会 高田地区交通安全協会 

総合型スポーツクラブ「DREAM 火流（ひなぐ）」	 

	 

８．後	 	 援	 熊本県教育委員会、八代市、氷川町、八代市教育委員会、氷川町教育委員会、	 

(一社)熊本県サッカー協会、八代市保育連盟、氷川町保育園協議会、朝日新聞社、西日

本新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、熊本朝日放送、くまもと県民テレビ、熊本放送、

テレビ熊本、エフエム熊本、エフエムやつしろ	 

	 

９．主	 	 管	 八代市サッカー協会	 八代郡サッカー協会	 

	 

１０．募	 集	 数	 ◎Ｕ－９(小学 3 年生)・Ｕ－８(小学 2 年生)・Ｕ－７(小学 1 年生)は６人(登録	 

１０人まで)の先着各 24チーム程度。	 

	 ◎Ｕ－６(年長)･Ｕ－５(年中)は７人(登録１０人まで)の先着各 12 チーム程度。	 

	 ※今年も同一団体から複数のチームが参加できるものとする。	 

	 

１１.	 参	 加	 費	 Ｕ－９・Ｕ－８・Ｕ－７ …１ﾁｰﾑ	 ５，０００円	 

	 Ｕ－６・Ｕ－５	 	 	 …１ﾁｰﾑ	 ３，０００円	 

	 参加費は、参加申込み後１週間以内に下記納入方法によりお支払いください。	 

	 

１２．申込方法	 (1)	 ≪参加申込書の提出≫	 

	 参加申込書を実行委員会まで提出してください。(メール及びＦＡＸ申込み可)	 

	 ※メール又はＦＡＸで申込みされる場合は、送信後、必ず確認の連絡をお願いします 

 

(2)	 ≪参加費の納入方法≫	 ①または②のいずれかの方法で納入ください。	 

	 ①	 実行委員会へ直接持参し納入する。	 

	 ②	 【振込先】への振込みにより納入する。(振込み手数料は申込者で負担願います。 

	 ※納入後の返金はできませんので、予めご了承ください。	 



 

	 

	 

	 

	 
	 

１３.	 申込締切日	 １０月３日(金)	 	 １７：００まで	 

	 

１４.	 試合形式	 【	 Ｕ－９・Ｕ－８・Ｕ－７	 】	 

①	 試 合 数	 	 	 各チーム３～５試合程度。	 

②	 試合時間	 	 	 前半６分(インターバル２分）、後半６分とする。	 

③	 ピッチサイズ	 	 	 タッチライン３０ｍ×ゴールライン１５ｍ	 

④	 ゴ ー ル	 	 	 高さ２ｍ×幅３ｍ×奥行１ｍのハンドボールゴール	 

	 	 	 	 と同一サイズを使用。	 

⑤	 ボ ー ル	 	 	 ４号球を使用。	 

⑥	 ユニフォーム	 	 	 オリジナルユニフォームの着用可能。	 

	 	 	 	 また、レガースは、選手各自が用意すること。	 

⑦	 審 判	 	 	 サッカー協会及び主催者側で担当する。	 

⑧	 そ の 他	 	 	 シューズは運動しやすいものを使用すること。(スパイク可)	 

⑨	 バックパス、オフサイドは適用しない。	 

⑩	 選手交代は、登録人数内であれば人数、交代回数の制限はない。また競技中でも

交代は可能とする。ただし、先にＯＵＴ選手がピッチ外に出たのを確認して、ＩＮ

選手が入るようにする。	 

⑪	 競技の楽しさとスムーズな運営を第一とし、審判員がその都度説明を行い大会運

営に当たる。	 

⑫	 その他のルールについては、サッカー競技規則に準じて主審の判断で決定する。

主審の裁定に対しての抗議は認めない。	 

	 

	 【	 Ｕ－６･Ｕ－５	 】	 

上記の内容を適用。試合球は３号球を使用。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※ただし U6～U5 はフレンドリー戦を行わないため、試合数は２～３試合程度。	 

	 

１５．	 表	 	 彰	 Ｕ－９～Ｕ－５の各年代ごとに優勝・準優勝を決め表彰する。	 

	 また、参加者全員に参加賞を授与。	 

	 

１６.	 そ	 の	 他	 ①	 雨天等で大会を実施するか否かの判断は、当日午前６時に決定する。	 

	 	 ※確認は、NPO 法人八代市体育協会 HP（http://www.taikyou8246.or.jp）にて行う。	 

②	 参加者は、熱中症等に注意し、十分体調を整え参加すること。また、万一の事故に

備えて、各チームは、傷害保険に加入し参加すること。	 

	 ③	 組み合せ抽選は、事前に主催者側で行い、大会２週間前までに通知する。	 

	 ④	 各チームの出場選手は、開会・閉会式に参加すること。	 

	 

１７.	 問合せ先	 やつしろキッズサッカー実行委員会	 (NPO 法人八代市体育協会事務局内)	 

〒866-0841	 熊本県八代市緑町１１－１	 八代市総合体育館内	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	 (0965)62-8130	 FAX (0965)32-8819 
	 	 	 	 	 	 	 	 	                                      担当：北園	 TEL 090-4988-9730 

【振込先】：肥後銀行	 八代支店（普通）｛１９６９１５２｝	 

口座名義	 ：やつしろキッズサッカー実行委員会	 事務局長	 畑中	 	 一喜	 

※但し、申込締切日前でも各カテゴリーともに
募集数になり次第、受付終了とさせていただ
きますので、お早めにお申込みください。 

はたなか	 かずき	 


