一般社団法人大阪府サッカー協会 キッズ委員会

２０１６年度キッズエリート＆ガールズエリート受講生募集要項
日本サッカー協会ＰＨＱ制定、Ｍ５『エリート養成システムの確立』のにともない、大阪府サッカー協会では本年度もキッズエリートを開講いたします。
今年度はキッズエリートＵ‐７・Ｕ‐８・Ｕ‐９・Ｕ‐１０の４カテゴリーと、新たに女子を対象としたガールズエリートU-８・U－１０の２カテゴリーを開講致します。
Ｕ‐８・Ｕ‐９・Ｕ‐１０は昨年度のプロテクト選手内からの優先募集と新規セレクションによる募集となります。Ｕ‐７は新規公募による募集となり、
申込多数の場合は抽選となります。
ガールズエリートは今年度からスタートするコースです。各カテゴリー定員を３０名、申し込みが定員を超える場合は抽選と致します。普段は男の子と
一緒にサッカーしている選手も、女子チームでプレーしている選手も、サッカーをした事がない女の子も大歓迎です。詳細は下記募集要項をよくご覧
いただき、受講をご希望の方は申込み方法をご確認のうえ、必ず期限までにお申込み下さい。

記
■ 目的
『もっとしたいＫｉｄｓにその環境を与える』『Ｋｉｄｓ情報の発信源となる』『Ｋｉｄｓの普及につなげる』ことを目的とする。
また、Ｋｉｄｓの指導現場の優秀な指導者の養成、大人の理解者を増やす事も目的のひとつとして掲げている。
■ 主催

一般社団法人大阪府サッカー協会

■ 主管

一般社団法人大阪府サッカー協会キッズ委員会

■ 受講資格
① 下記、カテゴリー別対象学年のキッズ（活動の詳細参照）
※クラブに所属、サッカー協会への選手登録などは問いません。

② オリエンテーション、保護者講習会へ必ず参加できる保護者の方
※受講生の保護者にはオリエンテーション、保護者講習会への参加が義務付けられています。
参加されない場合はキッズエリート受講資格を失います。

③ 所属チーム代表者から受講の承諾を得た方（所属チームがある方のみ）
※チームに所属している方は、チーム代表者の承諾を得られない場合はキッズエリートを受講できません。
④ 原則、大阪府内にお住まいの方
※大阪府在住あるいは、大阪府内のチームに所属している方となります。
■ 活動について
カテゴリー
キッズエリート Ｕ‐７
キッズエリート Ｕ‐８
キッズエリート Ｕ‐９
キッズエリート Ｕ‐１０
ガールズエリート Ｕ‐８
ガールズエリート Ｕ‐１０

活動回数（予定）
７回/年
７回/年
７回/年
８回/年
７回/年
７回/年

活動曜日・時間帯（予定）
金曜日／１９：１５～
金曜日／１９：１５～
金曜日／１９：１５～
金曜日／１９：１５～
金曜日／１９：１５～
金曜日／１９：１５～

年間活動費
１０，０００円（スポーツ保険料８００円含む） ＋ ウェア代
８，５００円（スポーツ保険料８００円含む） ＋ ウェア代
８，５００円（スポーツ保険料８００円含む） ＋ ウェア代
８，５００円（スポーツ保険料８００円含む） ＋ ウェア代
８，５００円（スポーツ保険料８００円含む） ＋ ウェア代
８，５００円（スポーツ保険料８００円含む） ＋ ウェア代

キッズエリート 資格対象
２０１５年４月時点で小学校１年生の男女
２０１５年４月時点で小学校２年生の男女
２０１５年４月時点で小学校３年生の男女
２０１５年４月時点で小学校４年生の男女
２０１５年４月時点で小学校1～２年生以下の女の子
２０１５年４月時点で小学校３～４年生以下の女の子

※活動の時期は２０１６年６月～２０１６年３月の間となります。
※キッズエリートＵ‐７の年間活動費には保護者様のキッズリーダー養成講習会（※下記参照）受講費用を含んでおります。
※ウェアの購入は希望者のみとなります。ただし、キッズエリートにて参加する臨時イベントの参加条件が、『ウェアを 持っていること』となる場合が
あります。ウェア購入希望の方は、オリエンテーション時に試着ブースを設けますので、そちらでサイズ確認のうえお申込みをお願いいたします。

◎ 【公認キッズリーダー養成講習会について】
『キッズリーダー』とは、ＪＦＡ（日本サッカー協会）公認のライセンスとなります。Ｕ‐６、Ｕ‐８、Ｕ‐１０の３コースがあり、
各コース講義約1.5時間、実技約1.5時間の受講で取得できます。受講は有料となります。
◎ 【キッズエリートＵ－７保護者向け・キッズリーダー養成講習会の開催について】
キッズエリートではＵ‐７在籍の保護者様を対象に『キッズリーダー養成講習会』の受講の機会を設けさせていただいて
おります。目的は、キッズ年代でより良い形でサッカーと出会い、今後もサッカーに関わり続けてていくであろうお子様を
持つ保護者様にも、サッカー、スポーツの素晴らしさやキッズ達との関わり方、ＪＦＡが発信する選手育成の方向性などを
知っていただき、我々協会と共に学ぶ場を提供させていただく為となります。
実施に関しては下記をご確認下さい。
・『キッズリーダー養成講習会』受講料は１名様分のみキッズエリート年間活動費に含まれております。
・Ｕ－７保護者の方には基本的に全員受講していただきます。
・今回の講習会内容は『公認キッズリーダーＵ‐８』となります。すでに『公認キッズリーダーＵ‐８』資格をお持ちの方は、
別で一般開催されている、Ｕ‐６講習会、Ｕ‐１０講習会へ振り替えていただくことが可能です。全てのキッズリーダー
資格をお持ちの方は、キッズ委員会へご相談下さい。
・受講は何人でも構いませんが、２名様から有料（別途２，０００円）となります。
・講義、実技共にお子様のキッズエリート活動時に同じ施設内で実施いたします。
（お子様⇒キッズエリート活動、保護者様⇒キッズリーダー養成講習会）
・小さなお子様同伴でも受講可能です。
・日程等の詳細は後日お知らせいたします。（１０月以降を予定）
・講師は（一社）大阪府サッカー協会所属のキッズリーダーインストラクターとなります。
■ 活動場所
コース
北コース
南コース
ガールズコース

活動場所
ＯＦＡ万博フットボールセンター（人工芝）
Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺（人工芝）
ＯＦＡ万博フットボールセンター（人工芝） + Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺（人工芝）

■ 募集内容
カテゴリー

定員

２０１６年度受講生

キッズエリートＵ‐７

北３０名・南３０名

受講者全員を公募により新規募集 （セレクションなし ／ 参加希望者が定員を超える場合は抽選）

キッズエリートＵ‐８

北３０名・南３０名

昨年度Ｕ‐７プロテクト選手を優先 ＋ 残枠（若干名）をセレクション合格者

キッズエリートＵ‐９

北３０名・南３０名

昨年度Ｕ‐８プロテクト選手を優先 ＋ 残枠（若干名）をセレクション合格者

キッズエリートＵ‐１０

北３０名・南３０名

昨年度Ｕ‐９プロテクト選手を優先 ＋ 残枠（若干名）をセレクション合格者

ガールズエリート Ｕ‐８

３０名

ガールズエリート Ｕ‐１０

３０名

受講者全員を公募により新規募集 （セレクションなし ／ 参加希望者が定員を超える場合は抽選）

※『プロテクト選手』とは昨年度の活動にて技術レベル、その他の条件から選定された受講生のことです。今年度優先的に受講していただくことが
できます。昨年度キッズエリートＵ‐７・Ｕ‐８・Ｕ‐９のプロテクト選手は今年度キッズエリートＵ‐８・Ｕ‐９・Ｕ‐１０にお申込みいただけば優先的に
受講が確定します。プロテクトに漏れた受講生には今年度受講の優先権はございません。
※プロテクトに漏れた昨年度受講生もセレクションに参加していただくことは可能です。
※キッズエリートＵ‐７は定員を超えるお申込みがあった場合、キッズ委員会にて抽選を致します。
※キッズエリートＵ‐８・Ｕ‐９・Ｕ‐１０は昨年度プロテクト選手の優先申込後の空き枠分をセレクションで決定いたします。
空き枠人数は各カテゴリー・コースともに１０名前後とお考え下さい。
※昨年度キッズエリートＵ-７・Ｕ-８・Ｕ-９でプロテクトされた選手は必ず再度お申込み下さい。お申込みがない場合は
今年度の受講ができませんのでご注意下さい。
※ガールズエリートは、今年度からスタートする為、参加人数が少ない場合はコースを減らすなどの変更がある可能性があります。
定員を超える申し込みがあった場合は、キッズ委員会にて抽選を致します。
■ セレクションについて
対象
Ｕ‐８北・南
Ｕ‐９北・南
Ｕ‐１０北・南

開催日程
５月２８日（土）
６月 ４日（土）
６月１１日（土）

時間
１８：３０～２０：３０
１８：３０～２０：３０
１８：３０～２０：３０

受付
受付１８：００～
受付１８：００～
受付１８：００～

会場
Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺 F１～F６
Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺 F１～F６
Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺 F３～F８

備考
参加費 無料 / 定員 北５０名・南５０名

※セレクション募集は各カテゴリー、各コース５０名までとさせていただきます。申し込みが定員を超えた場合は抽選とします。
※セレクションは基本的に雨天決行で行います。内容はゲーム中心となります。
※北コース・南コースは明確に住所で分けるものではありません。通いやすいコースをお選び下さい。
■ 申し込みについて
別紙、『申込書』に必要事項をご入力のうえ、必ず添付ファイル（エクセル）にてお申込み下さい。（メール受付のみ）
★お申込みメールアドレス★
kids-elite@osakafa-kids.jp
申し込み期日
２０１６年５月１５日（日） ２０：００まで
※お申込みの際、必ず件名に【ご希望のカテゴリー】【コース】【セレクションorプロテクト】を入れて下さい。
Ｕ‐７・ガールズの方はカテゴリーとコースのみで結構です。
例１） キッズエリートＵ‐８ 南コース セレクション
例２） キッズエリートＵ‐７ 北コース
例３） ガールズエリートU-８
※申し込み方法が違う方は、受付されない場合もありますので、予めご了承下さい。
※お申込みいただいた方へのメール受け取り確認の返信は行いません。届いているかのお問合せも一切受け付け致しません。
※多数の申し込みがありますので、１件１件対応が難しい為、ご理解の程宜しくお願い致します。

■ セレクションまでの流れ
メールにて申し込み
↓↓↓↓
セレクション参加者 発表
↓↓↓↓
セレクション当日 受付

上記の通り申し込みをお願いします。
キッズ委員会 ブログにて氏名（カタナカ表記）を掲載。

発表時期

２０１６年５月１８日（水）以降

発表時期

２０１６年６月１８日（土）以降

当日は受付時間中に会場までお越し下さい。

■ セレクション及びU-7、ガールズ抽選結果の発表について
キッズ委員会 ブログにて氏名（カタナカ表記）を掲載。

キッズ委員会 ブログ ：（一社）大阪府サッカー協会HP ⇒ キッズ委員会 ⇒ キッズ委員会からのお知らせ（ページ右上のピンクのバナー）
★大阪府サッカー協会HP★
★キッズ委員会ブログＵＲＬ★

http://ofa-kids.jp/
http://ofa-kids.cocolog-nifty.com/blog/

■ オリエンテーション（保護者説明会）について
２０１６年度の受講が確定された保護者の方はオリエンテーションにご参加下さい。
日 時
会 場
アクセス
持ち物

２０１６年６月２６日（日） １８：３０～受付 １９：００～２０：３０
大阪市西区民センター ホール （所在地 ： 大阪市西区北堀江 4-2-7）
地下鉄 千日前線「西長堀」駅 ⑦番出口 北へ100m ／ 地下鉄 鶴見緑地線「西長堀」駅 ③番出口 南へ100m
個票２部（キッズの顔写真貼付け・同意書欄に捺印）、筆記用具等

※オリエンテーションに不参加の場合は、キッズエリート受講資格を失います。
※個票に必要事項を記入、写真貼付・同意書欄に捺印（保護者・チーム代表者）したものを２部ご用意いただきご持参下さい。
所属チームのない方はチーム代表者欄は空欄でご提出下さい。
※個票は後日キッズ委員会ホームページへアップいたします。（セレクション合格者発表後）
※所属チーム代表者の署名、捺印がない場合はキッズエリートを受講いただけませんのでご了承下さい。
■ その他
・１１～１２月頃に保護者講習会を開催いたしますので必ずご参加下さい。保護者講習会の参加がキッズエリート受講の資格要件となります。
開催日程は決定次第お知らせいたします。
・ご提出いただいた個人情報はキッズエリート活動のみに使用し、大阪府サッカー協会キッズ委員会にて責任をもって管理いたします。
また、選考に漏れた方の個人情報は廃棄させていただきます。
・キッズ委員会ホームページには様々なキッズ関連情報をアップしております。定期的にご覧ください。
■ お問合せ
キッズエリートに関するお問合せはメールのみお受けいたします。下記までお問合せ下さい。
★キッズエリート メールアドレス★ kids-elite@osakafa-kids.jp
※上記以外の協会関連のアドレス・ＴＥＬにお問合せいただいてもご返答できませんのでご注意下さい。

