
名　 　称

主　 　催 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）　地域スポーツ振興協会

主　 　管 キッズサッカーフェスティバル実行委員会

東淀川サッカーリーグ

後　　 援 大阪府、公益財団法人 大阪府スポーツ協会

特別協賛 大阪東淀ライオンズクラブ

株式会社中道組、東洋建設株式会社、東天産業株式会社

株式会社大阪体操クラブ、株式会社スペック

協　　 賛 株式会社岸和田スポーツ、株式会社ワキタスポーツ

リンクエイジ株式会社

協　 　力 履正社医療スポーツ専門学校

開催期日 ２０２２年１１月２３日（祝水）

　※雨天延期日 未定

会　 　場 万博記念競技場

チ ー ム ４０チーム（午前２０チーム・午後２０チーム）

【幼稚園、保育園、クラブチーム】の６才児以下

表　 　彰 トロフィー・賞状・副賞

トロフィー・賞状

トロフィー・賞状

開 会 式 今年度は行いません。（各チームの１試合目の３０分前には受付を済ませてください。）

閉 会 式 午前の部　１２：００～

午後の部　１６：００～

※全チーム参加宜しくお願い致します。※全チーム参加宜しくお願い致します。※全チーム参加宜しくお願い致します。※全チーム参加宜しくお願い致します。

受付開始時間 午前の部　８：３０～９：１５

午後の部　１２：３０～１３：１５

そ の 他 1 雨天延期について

午前の部　ＡＭ７：００　ＡＭ７：００　ＡＭ７：００　ＡＭ７：００　の時点で決定致します。

午後の部　ＡＭ１０：００ＡＭ１０：００ＡＭ１０：００ＡＭ１０：００　の時点で決定致します。

※雨天延期の場合は公式ＬＩＮＥアカウントより連絡致します。（別紙参照）

2 試合中の負傷について

応急処置は行いますがそれ以後は各チームにて対応して下さい。

3 試合中は審判の決定に一切抗議しないで下さい。（全試合本部にて審判）

第３位

優　 勝

公益財団法人 フィットネス２１事業団 助成事業

第３８回 キッズサッカーフェスティバル

開催要項

準優勝

大阪市、一般財団法人 大阪スポーツみどり財団

公益財団法人 フィットネス２１事業団 助成事業

第３８回キッズサッカーフェスティバル



試合運営 ■ 競技方法は１０チームを２ブロックに分け５チームずつによる総当たりのリーグ戦にて行う。

その後、同順位同士の順位決定戦を行い、順位を決する。

■ 試合時間は、全て１０分１本とする。

■ １チーム６人制（GK含む）にて行い、選手交代は自由（一度交代した選手

でも、再び同じ試合に出場する事が出来る）

※審判の許可無く交代を可能とする。

■ 試合規則は、スローイン・コーナーキックは行います。

オフサイド・バックパス等、幼児には難しく理解出来ない

ルールは適用しない。

危険なプレーなどの反則は、その試合の審判の決定に従う。

■ リーグ戦は勝点制で、勝ち３点、分け１点、負け０点とし、

同勝点の場合は得失点⇒総得点⇒対戦成績⇒抽選で決める。

■

■ コートは縦３０ｍ×横２２ｍ

■

（ビブスでも可）

レガースの着用については自由とさせて頂きます。

大　会　規　定

服装に関しては、ユニフォーム・体操服等運動に適した服を着用。

自他共に危険を及ぼす恐れのあるものは着用を禁止致します。

ゴールキーパーに関しては他の選手と区別出来る様にして下さい。

※キーパー交代時のみ、アウトオブプレー時に審判の許可が必要。

ゴールキック時に相手選手はハーフウェーラインに位置すること。ゴールキック時に相手選手はハーフウェーラインに位置すること。ゴールキック時に相手選手はハーフウェーラインに位置すること。ゴールキック時に相手選手はハーフウェーラインに位置すること。

試合球（３号球）は本部で用意する。
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長野ＦＣ

グリーンリーグ　タイムスケジュール

ＮＯ 時間 ①コート ②コート ③コート

≪２≫ 13:45 玉川学園ＦＣ② ＶＳ 東淀川ピンク

≪１≫ 13:30 玉川学園ＦＣ② ＶＳ ポテトスペック

ＡＩＫＡＷＡ

ＶＳ
夢・わくわくFIELDキッズスクール

ＡＩＫＡＷＡ ＶＳ 枚方ＦＣレッド

夢・わくわくFIELDキッズスクール

住之江キッズFCレッド ＶＳ ダックＳＣ　うみ 茨木プライマリーＦＣ ＶＳ

≪４≫ 14:15 玉川学園ＦＣ② ＶＳ 長野ＦＣ

≪３≫ 14:00 ポテトスペック ＶＳ 長野ＦＣ ＶＳ 東淀川ピンク 枚方ＦＣレッド ＶＳ 住之江キッズFCレッド

ポテトスペック

ダックＳＣ　うみ ＶＳ 茨木プライマリーＦＣ ＶＳ

≪６≫ 14:45 ポテトスペック ＶＳ
夢・わくわくFIELDキッズスクール

≪５≫ 14:30 玉川学園ＦＣ② ＶＳ
夢・わくわくFIELDキッズスクール

ダックＳＣ　うみ

ＶＳ 東淀川ピンク ＡＩＫＡＷＡ ＶＳ 住之江キッズFCレッド

枚方ＦＣレッド

枚方ＦＣレッド ＶＳ 茨木プライマリーＦＣ ＡＩＫＡＷＡ ＶＳ

≪８≫ 15:15 A３位 ＶＳ B３位

≪７≫ 15:00 長野ＦＣ ＶＳ 東淀川ピンク

ＶＳ B５位

ＶＳ ダックＳＣ　うみ 住之江キッズFCレッド ＶＳ 茨木プライマリーＦＣ

A４位 ＶＳ B４位 A５位

A２位 ＶＳ B２位

１６：００～　閉会式１６：００～　閉会式１６：００～　閉会式１６：００～　閉会式

≪９≫ 15:30 A１位 ＶＳ B１位

グリーンA 玉川学園ＦＣ② ポテトスペック 長野ＦＣ
夢・わくわくFIELDキッズスクール

東淀川ピンク 勝点 得失点 得点 順位

玉川学園ＦＣ②

ポテトスペック

長野ＦＣ

夢・わくわくFIELDキッズスクール

東淀川ピンク

グリーンB ＡＩＫＡＷＡ 枚方ＦＣレッド 住之江キッズFCレッド ダックＳＣ　うみ 茨木プライマリーＦＣ 勝点 得失点 得点 順位

ＡＩＫＡＷＡ

枚方ＦＣレッド

住之江キッズFCレッド

ダックＳＣ　うみ

茨木プライマリーＦＣ



1111 11111111 21212121 31313131

2222 12121212 22222222 32323232

3333 13131313 23232323 33333333

4444 14141414 24242424 34343434

5555 15151515 25252525 35353535

6666 16161616 26262626 36363636

7777 17171717 27272727 37373737

8888 18181818 28282828 38383838

9999 19191919 29292929 39393939

10101010 20202020 30303030 40404040

―　記　――　記　――　記　――　記　―

東淀川グリーン東淀川グリーン東淀川グリーン東淀川グリーン

住之江キッズFC住之江キッズFC住之江キッズFC住之江キッズFC

24242424

34343434 37373737

ＲＥＳＣＲＥＳＣＲＥＳＣＲＥＳＣ

東淀川イエロー東淀川イエロー東淀川イエロー東淀川イエロー

36363636

東淀川ブルー東淀川ブルー東淀川ブルー東淀川ブルー

8888

バックスタンドバックスタンドバックスタンドバックスタンド

メインスタンドメインスタンドメインスタンドメインスタンド

受付

27272727 30303030

Ｃゲート

31313131

Ｂゲート

　誠に勝手ではございますが、ご協力の程、宜しくお願い致します。

アオヤマSCアオヤマSCアオヤマSCアオヤマSC

畷キッズ畷キッズ畷キッズ畷キッズ

枚方FC枚方FC枚方FC枚方FC

スポーツネットSCスポーツネットSCスポーツネットSCスポーツネットSC

東淀川グレー東淀川グレー東淀川グレー東淀川グレー

玉川学園FC玉川学園FC玉川学園FC玉川学園FC

住之江キッズFC住之江キッズFC住之江キッズFC住之江キッズFC

茨木プライマリーFC茨木プライマリーFC茨木プライマリーFC茨木プライマリーFC

　　　　※座席は間隔を開けてお座りください。※座席は間隔を開けてお座りください。※座席は間隔を開けてお座りください。※座席は間隔を開けてお座りください。

アオヤマSCアオヤマSCアオヤマSCアオヤマSC

畷キッズ畷キッズ畷キッズ畷キッズ

レオSCレオSCレオSCレオSC

大阪体操スポーツ学園大阪体操スポーツ学園大阪体操スポーツ学園大阪体操スポーツ学園

大阪セントラルＦＣ ＷＨＩＴＥ大阪セントラルＦＣ ＷＨＩＴＥ大阪セントラルＦＣ ＷＨＩＴＥ大阪セントラルＦＣ ＷＨＩＴＥ

石切東KSS石切東KSS石切東KSS石切東KSS

スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園ダックSCダックSCダックSCダックSC

エストレアFCエストレアFCエストレアFCエストレアFC

各チーム　荷物置き場について各チーム　荷物置き場について各チーム　荷物置き場について各チーム　荷物置き場について

　大会当日は、会場も広く、多くの参加者・保護者の方々がスタンドに集まり、チーム招集に困難が予想される為、

各チームの荷物置場を決めさせて頂きました。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。

　　　　※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。

　　　　※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。

Ｄゲート

39393939

29292929

38383838

28282828

18181818

26262626

40404040

21212121 25252525

スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園

ダックSCダックSCダックSCダックSC

長野ＦＣ長野ＦＣ長野ＦＣ長野ＦＣ

夢・わくわくFIELD　キッズスクール夢・わくわくFIELD　キッズスクール夢・わくわくFIELD　キッズスクール夢・わくわくFIELD　キッズスクール

東淀川ピンク東淀川ピンク東淀川ピンク東淀川ピンク大阪セントラルＦＣ RED大阪セントラルＦＣ RED大阪セントラルＦＣ RED大阪セントラルＦＣ RED

スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園スペックスポーツ学園

Aisyu KID'S SCAisyu KID'S SCAisyu KID'S SCAisyu KID'S SC

玉川学園ＦＣ玉川学園ＦＣ玉川学園ＦＣ玉川学園ＦＣ

20202020

32323232 33333333 35353535

22222222 23232323

13131313

9999 10101010

1919191911111111 12121212 14141414 15151515 16161616 17171717

1111 2222 4444 5555 6666 77773333

ジャンボジャンボジャンボジャンボ

横断幕横断幕横断幕横断幕

相川保育園相川保育園相川保育園相川保育園 相川保育園相川保育園相川保育園相川保育園 アイリスFC住吉アイリスFC住吉アイリスFC住吉アイリスFC住吉
鯰江東FC鯰江東FC鯰江東FC鯰江東FC

アクバスSCアクバスSCアクバスSCアクバスSC 枚方ＦＣ枚方ＦＣ枚方ＦＣ枚方ＦＣ 山田くらぶ山田くらぶ山田くらぶ山田くらぶ
長池つばさフューチャーズ長池つばさフューチャーズ長池つばさフューチャーズ長池つばさフューチャーズ

大阪体操スポーツ学園大阪体操スポーツ学園大阪体操スポーツ学園大阪体操スポーツ学園

※応援席になりますので場所取りは禁止

※応援席になりますので場所取りは禁止

⑥コート④コート ⑤コート

②コート①コート ③コート


