
平成 25年 5月 1日 

関係各位 

（財）静岡県サッカー協会中部支部 

（静岡サッカー協会） 

キッズ委員会中部支部 

U-8.10キッズ委員会 増田 智治 

U-6キッズ委員会 川柳 史朗 

 

「しずおかキッズ・サッカー教室 2013」 

 

～（財）日本サッカー協会キッズ年代エリート教育「対象 FA」制度事業～ 

開催案内 

 

  2002 年に FIFA ワールドカップが日本と韓国で開催され、日本中の多くの人々が世界

のすばらしいサッカーに触れ夢中になりました。子どもたちも例外ではありません。サッ

カーに出会い、興奮し、憧れ、夢を抱きました。そんな子どもたちが楽しく身体を動かす

ことができるよう「しずおかキッズ・サッカー教室」～グランシップの広場で遊ぼう～を

2006年より開催しています。 

  現代の日本のこどもたちをとりまく環境は、必ずしも理想的なことばかりではありま

せん。スポーツを通し、子どもたちに良い刺激を与えることで、子どもたちの成長に良い

影響を与えることができると考えます。多くの子どもたちに、スポーツ、サッカーを楽し

んでもらい、心身の健やかな発育発達に貢献できればと考えます。 

  なお、この事業は（財）日本サッカー協会キッズ年代エリート教育「対象 FA」制度の

事業ですが、「キッズ年代のこどもたちすべてがエリート」という発想の基に事業を進めて

行きたいと思います。 

 

  この事業の趣旨をご理解いただき、ご協力いただければ幸甚と存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

「しずおかキッズ・サッカー教室」 

 

～（財）日本サッカー協会キッズ年代エリート教育「対象 FA」制度事業～ 

要項 

 

 

 

1.目 的       １．静岡市駿河区、葵区在住のこどもたちにサッカーを楽しんでも

らい、あわせて個々のこどもたちの個性を生かした指導を行う。 

           ２．こどもたちの保護者の方に指導の実際を見ていただき、個々

の個性を生かした指導の必要性を理解していただく。 

           ３．地域の指導者の方たちにキッズ年代での指導のスタンダード

を提示し、理解と教示を仰ぐ。 

 

２.主 催        公益法人日本サッカー協会 一般財団法人静岡県サッカー協会 

３.主 管        一般財団法人静岡県サッカー協会中部支部（静岡サッカー協会） 

４.運 営        一般財団法人静岡県サッカー協会キッズ委員会 

５.期 間        平成 25年 5月 25日～平成 26年 2月 15日 年 9回実施予定  

６.会 場        エスパルスドリームフィールド静岡 

グランシップ芝生広場  静岡フットサルスタジアム Vivace 

（11 月のみ中島人工芝グランド キッズサッカーフェスティバルに参加） 

７.募 集        静岡市葵区、駿河区内 U-6.7.8（男女） 

             

８.人 数        各カテゴリー 24名 

９.実 施        月 1回 第 3土曜日 （5月のみ第 4土曜日） 

午前  10：00～11:30  U-6 

午前  10：00～11:30  U-7.8 （グランシップ雨天中止） 

             

１０.参加料       年間 5000円  

１１．指導   清水エスパルス育成センター 

静岡サッカー協会キッズ委員会委員他 

 

 

 

 



 

実施日程 

 

会場：エスパルスドリームフィールド静岡 

グランシップ芝生広場（雨天中止） 

静岡フットサルスタジアム Vivace  

 

時間：月 1回第 3土曜日 ＡＭ10:00～11:30  U-6.7.8 

第 1回 5月のみ第 4土曜日開催 5月 25日（土）   

※ 11月 16日（土）キッズサッカーフェスティバル参加 中島人工芝グランド（予定） 

       

回数 実施日 実施内容 U6 U7 U8 

第 1回 5月 25日（土） エスパルスドリームフィールド静岡 ○ ○ ○ 

第 2回 6月 15日（土） グランシップ芝生広場 ○ ○ ○ 

第 3回 7月 20日 （土） グランシップ芝生広場 ○ ○ ○ 

第 4回 9月 21日（土） Vivace  フットサル場 ○ ○ ○ 

第 5回 10月 19日（土） Vivace  フットサル場 ○ ○ ○ 

第 6回 11月 16日（土） 中島人工芝グランド（予定） ○ ○ ○ 

第 7回 12月 21日（土） グランシップ芝生広場 ○ ○ ○ 

第 8回 1月 18日（土） グランシップ芝生広場 ○ ○ ○ 

第 9回 2月 15日（土） Vivace  フットサル場 ○ ○ ○ 

      

 

（注）U-6は年長幼児、U7は小学 1年生、U8は小学２年生をさす。男女は問わない。 

 

◎ 12月 21日（土）指導者、保護者の皆様への啓発活動を実施する予定です。 

（変更あり） 

 1月 18日（土）保護者対象の指導者講習会を実施予定です。    

 

◎エスパルスドリームフィールド静岡 静岡市駿河区恩田原 2－4 TEL 054-654-1234 

 

◎グランシップ 静岡市駿河区池田 79－4 TEL  054-203-5710 

 

◎静岡フットサルスタジアム Vivace  静岡市駿河区小黒 1－5－25  TEL 054-285-3118 

 

 



しずおかキッズ・サッカー教室」 

 

～（財）日本サッカー協会キッズ年代エリート教育「対象 FA」制度事業～ 

 

実施の概略 

 

参加者の募集について 

１． 幼児年長 （２4名） 定員数になり次第募集締切ります。 

 

前年度参加された幼稚園チーム、4種各チームより若干名の希望者を推薦して下さい。 

選考は各チームに一任いたします。 

参加者本人ならびに保護者の参加意思を確認の事。 

 

２． 小学１年生 ２年生（各約２4名） 1年生 定員数になり次第募集締切ります。 

     

 

中部支部サッカー協会加盟団体（４４団）各団より若干名の希望者を推薦してもらう。

選考は各チームに一任いたします。（あまりにも希望者が多い場合、抽選とすることも

ありますが、過去、例はありません。） 

前年度参加された選手でもかまいません。 

 

３． その他 

 

小学１，２年生に関しては、推薦前に本人ならびに保護者の方の参加意思を必ず確認

して下さい。人数制限により参加できないこともあることを理解しておいていただき

たいと思います。スポーツ安全保険に必ず加入の事。 

 

       送迎は必ず保護者が行う事。運動が出来る服装、ボール、アップシューズ、

スパイク、水筒、タオル、着替え、帽子等は各自で用意する事。 

       雨天中止の連絡方法は後日お知らせします。当日の欠席は連絡の必要なし。 

       体調不良の際は無理をさせない。途中退団される方は指導者に連絡の事。 

       各所属団体でスポーツ安全保険に必ず加入の事。 

       トレーニング中のケガについては、応急処置をいたしますが、その後の処

置は保護者でお願い致します。尚、ケガ等の保障は各所属団体のスポーツ

安全保険保障範囲内で対応するようお願いします。 

 



「しずおかキッズ・サッカー教室  2013」 

 

参加申込書 

 

（財）日本サッカー協会キッズ年代エリート教育「対象 FA」制度事業の趣旨に賛同し、下

記の選手が「しずおかキッズ・サッカー教室 2013」に参加することを承諾いたします。 

また、保険に関しては所属チームで加入するスポーツ傷害保険を適用させることを承諾

いたします。 

 

U-6（年長児）   U-7（1年生）   U-8（2年生）    ○印を記入して下さい。 

 

ふりがな 

参加者氏名                    

 

生年月日   平成   年   月   日    男 ・ 女 血液型    

  

保護者氏名                印 

 

住所 〒                           

 

TEL          (        )              FAX        (         )                 

 

緊急連絡先（携帯電話等）                   

 

所属チーム（幼稚園.保育園）                  

 

所属チーム監督.責任者署名                    印 

 

申込.  参加希望者を確認の上、チーム責任者の承諾の元、下記アドレスまで 

E－mailに添付してお申し込みください。（印は不要）正式には、印を押して、 

第 1 回サッカー教室 エスパルスドリームフィールド静岡（5/25）の際に提出

してください。 

E－mail  shizuoka.kids@spa.nifty.com U－6.7.8 定員数になり次第締切りにな

ります。  

問合せ（財）静岡県サッカー協会 中部支部 U-8.10キッズ委員会 増田 智治 

〒420-0935 静岡市葵区池ヶ谷東 20-49 TEL 054(246)8076  携帯 080-5105-8076 

mailto:shizuoka.kids@spa.nifty.com

