
（社）香川県サ カ 協会

JFAキッズ（U-8）サッカーフェスティバル２０１１香川in瀬戸大橋記念公園

（社）香川県サッカー協会

キッズフェスティバル事務局

1. このフェスティバルは、“子供たちをできるだけ外に連れ出し、体力づくり人間づくり

の基盤とする”とともに、サッカーを親しむより多くの子供たちがボールをける楽しみ

を身近に味わえる機会を提供し キ ズサ カ の浸透に努めるとともに 芝生の上

実　　施　　要　　綱　　　

主　　　旨

を身近に味わえる機会を提供し、キッズサッカーの浸透に努めるとともに、芝生の上

でスポーツの楽しさを体験してもらうことを目的とする。

2. （社）香川県サッカー協会

3. （社）香川県サッカー協会 キッズ委員会

4. ㈶日本サッカー協会、香川県教育委員会、㈶香川県体育協会、㈱四国新聞社

 NHK高松放送局、西日本放送㈱

成 年 （ ）

主　　　催

主　　　管

後　　　援

期5. 平成 ２４年 １月 ２９日　（日）

6. 瀬戸大橋記念公園球技場

7. 全 ５１ チーム　（午前 ２８ チーム、午後 ２３ チーム）

8. チーム編成（７人制・ゴールキーパー有り）は、単独チームを基本とするが、混成

チームを編成することもある。

選手は健康であり、かつ、保護者の同意があるものに限る。

期　　　日

会　　　場

参加チーム数

チーム編成

引率者は、当該チームを把握指導できること。

9. 香川県内の ８才以下の小学生（１年生・２年生）を対象としたチームを基本とする。

10. ２０分　「１０分-３分-１０分　選手入れ替え自由」

11. （社）香川県サッカー協会　キッズ委員会フェスティバル事務局

キッズ委員会　担当　三谷 弥須彦　　E-mail:mokujin@syd.odn.ne.jp

12. ① 組合せについては、（社）香川県サッカー協会のホームページに記載します。

連　絡　先

そ　の　他

対 象 年 齢

試 合 時 間

② 試合は、各チーム ２試合を予定しています。

③ 審判は、キッズ委員会で行います。

④ 事故の場合、応急手当はするが一切の責任は負わない。

　　　（各チームの責任において適切な処置を行うこと）

⑤ 個人情報に関しては、本大会の開催に係わる事務においてのみ使用します。

⑥ 親子サッカーコート設置　（親子サッカーは、各チームで実施）



ブロック割及びタイムテーブル
開　　門 　８：００～

受　　付 　８：４０～

開会式 　９：００～

試合開始 　９：２０～

閉会式 なし（流れ解散）

時　　間

① 　９：２０～ vs vs

② 　９：５５～ vs vs

③ １０：３０～ vs vs

④ １１：０５～ vs vs

⑤ １１：４０～ vs vs

時　　間

① 　９：２０～ vs vs

② 　９：５５～ vs vs

③ １０：３０～ vs vs

④ １１：０５～ vs

⑤ １１：４０～ vs

受　　付 １２：４０～

開会式 １３：００～

試合開始 １３：２０～

閉会式 なし（流れ解散）

時　　間

① １３：２０～ vs vs

② １３：５５～ vs vs

③ １４：３５～ vs vs

④ １５：１０～ vs vs

時　　間

① １３：２０～ vs vs

② １３：５５～ vs

③ １４：３５～ vs vs

④ １５：１０～ vs vs

（社）香川県サッカー協会キッズ委員会

長尾ジュニアサッカークラブ 志度サッカークラブジュニア 牟礼FC 香川町サッカースポーツ少年団

DESAFIO 十河サッカースポーツ少年団 紫雲JFC　A 紫雲JFC　B

丸亀FC　（Ａ） 丸亀FC　（Ｂ） Ｎ・Ｓ・Ｐ丸亀エルフ 丸亀城南サッカースポーツ少年団

屋島ＳＳ少年団 屋島ＳＳ少年団 ドリーム 香東川サッカークラブ ディーオルーチェ高松

ジョイナスたどつFC （A) ジョイナスたどつFC （B) 太田サッカースポーツ少年団 A 太田サッカースポーツ少年団 Ｂ

ＮＰＯオリーブキッズ 丸亀ＳＣ 仏生山サッカースポーツ少年団 ＳＦＣ坂出　Ｕ－８

屋島ＦＣ　ジュニア 栗林サッカースポーツ少年団 Ｅｓｓｅホワイト Ｅｓｓｅパープル

Ａコート Ｂコート Ｃコート

丸亀FC　（Ａ） 香東川ＳＣ 十河ＳＳ少年団 vs 仏生山ＳＳ少年団 牟礼FC 香川町ＳＳ少年団

丸亀城南ＳＳ少年団 牟礼FC

DESAFIO 屋島ＦＣ　ジュニア 丸亀FC　（Ｂ） vs 志度ＳＣジュニア ジョイナスたどつFC （B)

丸亀FC　（Ｂ） vs 仏生山ＳＳ少年団 ジョイナスたどつFC （B)

紫雲JFC　A

長尾ジュニアＳＣ 丸亀FC　（Ａ） ジョイナスたどつFC （A) vs 十河ＳＳ少年団

香川町ＳＳ少年団

長尾ジュニアＳＣ 屋島ＦＣ　ジュニア ジョイナスたどつFC （A) vs 志度ＳＣジュニア 丸亀城南ＳＳ少年団 紫雲JFC　A

DESAFIO 香東川ＳＣ

Ｄコート Ｅコート Ｆコート

紫雲JFC　B 屋島ＳＳ少年団ドリーム ディーオルーチェ高松 vs Ｅｓｓｅホワイト 太田ＳＳ少年団 Ｂ ＳＦＣ坂出　Ｕ－８

丸亀ＳＣ ＮＰＯオリーブキッズ 太田ＳＳ少年団 A vs 屋島ＳＳ少年団 Ｅｓｓｅパープル ＳＦＣ坂出　Ｕ－８

栗林ＳＳ少年団 紫雲JFC　B Ｎ・Ｓ・Ｐ丸亀エルフ vs ディーオルーチェ高松 Ｅｓｓｅパープル

丸亀ＳＣ 屋島ＳＳ少年団ドリーム 太田ＳＳ少年団 A vs Ｅｓｓｅホワイト

ＮＰＯオリーブキッズ Ｎ・Ｓ・Ｐ丸亀エルフ vs 屋島ＳＳ少年団 

太田ＳＳ少年団 Ｂ

綾歌サッカークラブ 内海サッカースポーツ少年団 大川ジュニアフットボールクラブ 善通寺東部サッカークラブ

FCディアモジュニア　（Ａ） FCディアモジュニア　（Ｂ） 多肥サッカースポーツ少年団 宇多津サッカークラブ

栗林ＳＳ少年団

常盤ＳＣ

丸亀城東サッカー少年団 観音寺グローサー クラッキ 綾南ジュニアサッカークラブ 柞田サッカースポーツ少年団

善通寺朝比奈ＦＳＣ　（Ａ） 善通寺朝比奈ＦＳＣ　（Ｂ） 附属高松ＦＣ 国分寺サッカースポーツ少年団

vs FCディアモＪｒ　（Ａ） 国分寺ＳＳ少年団 常盤ＳＣ

東かがわフットボールクラブ 飯山ＦＣ 郡家ＳＣ　（2） 郡家ＳＣ　（1）

木太サッカー少年団 木太キッズ

東かがわＦＣ vs FCディアモＪｒ　（Ｂ） 木太サッカー少年団

Ａコート Ｂコート Ｃコート

綾歌サッカークラブ 大川ジュニアＦＣ 朝比奈ＦＳＣ　（B）

綾南ジュニアＳＣ

綾歌サッカークラブ FCディアモＪｒ　（Ａ） 朝比奈ＦＳＣ　（B） vs 大川ジュニアＦＣ 国分寺ＳＳ少年団 木太キッズ

朝比奈ＦＳＣ　（Ａ） 柞田ＳＳ少年団

朝比奈ＦＳＣ　（Ａ） FCディアモＪｒ　（Ｂ） 東かがわＦＣ vs 柞田ＳＳ少年団 木太サッカー少年団 宇多津サッカークラブ

Ｄコート Ｅコート Ｅコート

郡家ＳＣ　（1） 木太キッズ 郡家ＳＣ　（2） vs 内海ＳＳ少年団

観音寺Ｇ クラッキ 宇多津サッカークラブ 附属高松ＦＣ vs 飯山ＦＣ

郡家ＳＣ　（2） vs 多肥ＳＳ少年団 内海ＳＳ少年団

善通寺東部ＳＣ 多肥ＳＳ少年団

丸亀城東ＳＳ

観音寺Ｇ クラッキ 綾南ジュニアＳＣ 附属高松ＦＣ vs 丸亀城東ＳＳ 善通寺東部ＳＣ 飯山ＦＣ

郡家ＳＣ　（1） 常盤ＳＣ
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