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第６回新潟県キッズ（U-8）＆	 ママ	 フットサルフェスティバル	 

実	 施	 要	 項	 

	 

この事業は（公財）日本サッカー協会よりの補助金の交付を受けて開催されるものです	 

	 

１．名	 	 	 称	 第５回新潟県キッズ（U-8）＆	 ママ	 フットサルフェスティバル	 

２．主	 	 	 催	 一般社団法人	 新潟県サッカー協会	 

３．主	 	 	 管	 新潟県サッカー協会フットサル委員会、同	 女子委員会、同	 キッズ委員会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 新潟市フットサル連盟	 

４．後	 	 	 援	 未定	 

５．協	 	 	 賛	 未定	 

６．会	 	 	 場	 新潟市体育館	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 住所：新潟市中央区一番掘通町 3-1	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	 ：025-222-6006	 

７．期	 	 	 日	 平成２６年１２月２３日（火・祝）	 

８．参加チーム	 

	 (1)	 参加チームの概要	 

	 	 原則的にキッズ（U-8）チームとママチームで構成されたチームに参加していただきます。	 

	 チーム数について特に上限は設けませんが、大会運営に支障のある場合にはチーム数を制限	 

	 することもあります。この場合参加チームについて、大会事務局での抽選にて決定します。	 

	 (2)	 参加チームの構成	 

① キッズ（U-8）	 2006 年４月２日以降に生まれたキッズで構成されるチーム	 
② ママ	 ①のキッズのママが複数名含まれている、女性で構成されるチーム	 

	 	 原則的に①と②のそれぞれで試合ができるチームに参加していただきますが、	 

	 参加チームが少ない場合には、いずれかのカテゴリーのみの出場も可能とします。	 

	 この場合のママカテゴリーでの参加チームについては、②に準じて「ママ」が複数名含まれて	 

	 いる、女性で構成されたチームとします。キッズカテゴリーのみでの参加チームは①の通りで	 

	 す。	 

	 	 参加の可否については、申込を締め切った後に事務局にて決定します。	 

９．参	 加	 選	 手	 	 

	 	 キッズ（U-8）、ママともに、（公財）日本サッカー協会にフットサルエンジョイプレーヤー	 

	 として登録してください。登録は無料です。詳細は本要項の最後に示します。昨年度までのフ	 

	 ットサル個人登録は廃止となりました。	 

10．競	 技	 規	 則	 

	 (1)	 特に定める以外には、フットサル競技規則によります。	 

	 (2)	 退場処分は原則として当該試合のみの処分とし、次の試合は出場可能とします。	 

	 (3)	 大会の品位を著しく汚す、他のチームや会場等に多大な迷惑をかける等、状況によって	 

	 	 は大会本部で当該選手・チームの大会出場を停止させる場合があります。	 

11．試合の方法	 

	 下記は当初の予定です。参加チーム数によっては変更になる場合もあります。	 

	 (1)	 フェスティバル形式	 

	 	 キッズチームの大会とママチームの大会を別々に行い、それぞれで表彰します。	 

	 	 また、キッズとママの結果を総合した、総合順位による表彰も行います。	 

	 	 それぞれの大会は４チーム総当たりのグループリーグ戦と順位決定戦を行う予定ですが、	 

	 	 参加チーム数によって変更する場合があります。	 



-	 2	 -	 

(2) リーグの順位は勝点（勝＝３、分＝１、負＝０）合計の多いチームを上位とし、同勝点	 
	 	 の場合には当該チーム同士の対戦結果、得失点差の順に上位を決定します。尚も決しない場	 

	 	 合は同順位とします。	 

	 	 ただし、順位はあくまでも試合を行う上での楽しみの一部として決めるものと考えます。	 

	 	 トーナメントの試合終了時に同点の場合には、PK 方式にて勝敗を決定します。	 

	 (3)	 ピッチサイズ	 

	 	 原則として幅 16m×長さ 32m とします。	 

	 (4)	 試合時間	 

	 	 前後半８分ずつのランニングタイム、ハーフタイム２分、延長なし。	 

	 (5)	 ボール	 

	 	 少年用フットサルボール	 

	 (6)	 審判員	 

	 	 （一社）新潟県サッカー協会審判委員会等より派遣される予定です。	 

13．用	 	 	 具	 

	 (1)	 チームならびに選手の用具は各自で準備してください。	 

	 (2)	 ユニフォーム	 

	 	 チームでユニフォームを揃えることを必要とせず、背番号も義務づけません。また、揃っ	 

	 たユニフォームを着用する場合、上衣のみ揃っている場合も可とします。チームで揃ったユ	 

	 ニフォームを着用しない場合、大会本部で用意したビブスを着用していただきます。	 

	 	 パンツについて、ロング丈のジャージの着用を可とします。	 

	 	 必ずソックスもしくはストッキングを着用してください。	 

	 (3)	 すね当て	 

	 	 必ずすね当てを準備して着用してください。	 

	 (4)	 シューズ	 

	 	 必ずシューズを着用してください。ピッチ面は木質フローリングです。靴底のゴムが柔らか	 

	 	 く、床面に傷や色を残すことがない上に、ボールを蹴ることに適しているシューズで、屋外	 

	 	 で使用していないものを準備して使用してください。フローリング用のフットサルシューズ	 

	 	 をお薦めします。サッカー用のスパイクシューズは不可です。尚、会場管理者が許可できな	 

	 	 いシューズでは試合に出場することはできません。	 

14．表	 	 	 彰	 

	 	 参加賞その他を（一社）新潟県サッカー協会より授与する予定です。	 

15．組み合わせ	 フェスティバル事務局で決定し、新潟県フットサル連盟公式サイトに掲載しま	 

	 	 す。	 

16．フェスティバル日程（予定につき、参加チーム数などで変更する場合があります）	 

	 	 	 	 受	 	 	 	 付	 	 	 	 	 ９：００〜９：３０	 

	 	 	 	 開	 	 会	 	 式	 	 	 	 １０：００	 	 	 	 	 	 （全員参加）	 

	 	 	 	 競	 技	 	 時	 間	 	 	 	 １０：３０〜	 	 

	 	 	 	 表彰・閉会式	 	 	 	 １６：００	 	 	 	 	 	 （全員参加）	 

17．参	 加	 	 申	 込	 	 

	 (1)	 本大会にエントリーできるメンバーは、各カテゴリーで５名以上とし、監督、コーチな	 

	 	 どの役職は特には設けません。怪我や疲れなども勘案して、各カテゴリーとも必ず試合が成	 

	 	 立するよう（原則５人が必要）メンバーを確保してください。	 

	 	 また、いったん参加申込を行ったチームの参加辞退は、他のチームの迷惑となり、大会運	 

	 営に重大な支障をきたしますので、固くお断りします。	 

	 (2)	 申込締切日	 
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① 第１次募集	 〆切	 平成２６年１２月８日（月）	 事務局必着	 
② 第２次募集	 〆切	 平成２６年１２月１５日（月）	 事務局必着	 
※	 第１次募集にて参加チーム多数となった場合には、第２次募集は行いません。	 

	 	 	 	 尚、参加のお申込に対しまして、参加の可否に関して連絡しますので、参加申込を行っ	 

	 	 	 たにもかかわらず、連絡がない場合には事務局までお問い合わせください。	 

	 	 	 	 また、第１次募集〆切時の参加チーム状況ならびに第２次募集の有無については、	 

	 	 	 （一社）新潟県サッカー協会ならびに新潟県フットサル連盟公式サイトにて連絡します。	 

	 (3)	 参加申込書の送付	 

	 	 下記フェスティバル事務局へ参加申込書を期日までに、郵送、FAX、E-mail のいずれか	 

	 にて送付してください。郵送の際には封筒に「キッズ＆ママフェスティバル申込書」と朱	 

	 書してください。	 

	 (4)	 参	 加	 料	 	 U-8 チームとママチーム	 両チーム分で７０００円	 

	 	 ※	 いずれかのカテゴリーのみでの参加の場合、１チームあたり５０００円	 

18．経	 	 	 費	 

	 各チームの経費は自己負担とします。	 

19．そ	 の	 他	 

(1) 各チームとも大会の主旨を尊重、理解した上で、互いにプレーを楽しむことを第一優先	 
	 とし、怪我のないよう十分に配慮してください。	 

(2) 参加する選手は健康保険証を持参してください。	 
(3) 試合時、ベンチには U-8 チームとママチームのメンバーならびにキッズの面倒をみる方	 
	 のみが入ることができます。その他の応援の方は観客席にて声援を送って下さい。また、	 

	 応援のみの方は大会を通じてピッチへは立ち入らないでください。	 

(4) 個人情報の保護について	 別紙「個人情報の取り扱いについて」を確認の上、参加申込	 
	 書の同意欄に○印をつけてください。	 

	 

フェスティバル事務局	 

	 	 〒950-2181	 新潟市西区五十嵐２の町 8050 新潟大学教育学部	 森	 	 恭	 気付	 

	 	 キッズ＆ママ	 フットサルフェスティバル事務局	 

	 	 E-mail	 niigata_ff04@kna.biglobe.ne.jp	 

	 	 TEL	 090-3093-4710	 	 

	 	 新潟県サッカー協会ホームページ	 http://www.niigata-fa.or.jp/	 

	 	 新潟県フットサル連盟ホームページ	 http://www5f.biglobe.ne.jp/~niigata_ff/	 

	 

（公財）日本サッカー協会「エンジョイフットサル総合サイト“j-futsal”」への登録について	 

	 （公財）日本サッカー協会が主催、共催、後援等を行うフットサル大会に参加する人はすべて、

日本サッカー協会に登録していただくことが原則となっています。フェスティバルに参加される

皆様には、「JFA エンジョイフットサル総合サイト“j-futsal”」に登録していただきます。こ

のサイトは JFA が運営している、エンジョイフットサルについての総合サイトです。フェスティ

バル情報、ピッチ情報に加え、さまざまな情報が掲載されています。このサイトへの登録は１度

行っていただけば、抹消しない限り登録は有効となります。メールアドレスのある方であれば登

録は容易ですし、登録料は無料です、キッズについては、登録メンバーのファミリーとして登録

していただくことができます。下記アドレスにアクセスの上、登録をお願いします。	 

	 	 JFA エンジョイフットサル総合サイト“j-futsal”	 https://j-futsal.jfa.jp	 

	 上記の J-futsal の開設によって、昨年度までの（公財）日本サッカー協会フットサル個人登

録の制度は廃止となりました。	 
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フェスティバル開催に伴う個人情報の取り扱いについて	 

	 

キッズ（U-8）＆ママ	 フットサルフェスティバル実行委員会	 

	 

	 実行委員会・フェスティバル事務局では、皆様からご提出いただきます個人情報、	 

ならびに撮影写真の取り扱いを以下のように定めておりますのでお知らせいたします。	 

	 フェスティバル参加にあたりまして、以下を熟読いただき、参加申込書のプライバシ

ーポリシー同意欄に○印を付けてください。	 

	 

	 参加申込書で取得する個人情報	 

① 代表者氏名・住所・電話番号・FAX 番号・携帯番号・E-mail アドレス	 
② 選手氏名・年齢・性別など	 

	 

	 使用目的・開示先	 

	 	 大会・試合のプログラム・発行物への掲載・・①より氏名と②	 

	 	 プログラム・発行物の原稿提出としての印刷業者等への提供・・①より氏名と②	 

	 	 大会運営のための主管者における情報保持と利用・・①②	 

	 	 	 （提出された書類のコピー作成、データベースによる情報管理を含む）	 

	 	 報道関係者への大会情報の提供＝大会プログラム・・①より氏名と②	 

	 	 以降の大会等の案内のための情報保持と利用・・①	 

	 	 チーム相互の連絡のための参加チームへの情報開示・・①	 

	 

	 撮影する写真と使用目的	 

	 	 ※	 本フェスティバルにおける写真の使用権は（一社）新潟県サッカー協会に帰属

します	 

① フェスティバル本部で撮影するもの	 
	 	 	 日本サッカー協会への報告書への添付。新潟県サッカー協会発行物への掲載	 

	 	 	 次年度フェスティバル参加チーム募集にあたっての広告媒体	 

② 報道機関が撮影するもの	 
	 	 	 報道目的	 

	 

	 ◆上記目的以外の利用並びに上記開示先以外の第三者に対する情報の提供は一切い	 

	 	 たしません。	 

	 ◆大会登録票ならびに大会エントリー票により取得した情報は主管者にて管理いた	 

	 	 します	 

◆ 大会登録票、大会エントリー票および大会運営のために使用したこれらのコピ	 
	 ー、電子データについては、大会終了後６か月を目処にシュレッダー処分、消去	 

	 いたします	 

◆以降の大会等への案内のために情報をデータベース化する場合には、情報は主管	 

	 者にて管理します	 

	 


