2020 年 11 月 12 日
チーム代表者（加賀地区）各位
(一社)石川県サッカー協会

2020ＪＦＡキッズエリートプログラム
「ゴールデンイーグルプログラム【加賀】」参加選手募集について
皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
石川県サッカー協会キッズ委員会では、ゴールデンイーグルプログラムを開催回数及び人数
を縮小し、感染対策を行った上で開催することを決定いたしました。選手に「機会と場、よい
刺激を」という趣旨のもと、今年度も開催いたします。添付した別紙要項等を検討され、ご協
力の程、お願いします。
今回は、選考会は行いません。新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催回数を減らし、
参加人数を抑えるため、各学年の参加希望者先着順とすることを判断いたしました。また、今
後の感染状況によりましては急遽、中止となることもありますので、ご理解の程、よろしくお
願いいたします。
敬具
【同封資料内容】
1） ゴールデンイーグルプログラム参加選手募集について……………………p.1
2） ゴールデンイーグルプログラム開講について(ご案内)……………………p.2
3） ゴールデンイーグルプログラム実施要項…………………………………p.3-4
4） 加賀会場図ご案内………………………………………………………………p.5
【参加申込み】
11 月 13 日(金)から 23 日(月祝)までに、ゴールデンイーグル申込フォーム(学年別)からお
申し込み下さい。
今年は、チーム推薦、個人推薦を廃止しました。参加希望の方は、コロナ禍であることを了
承の上で、選手保護者の方がゴールデンイーグル申込フォームにてお申し込みいただきます。
申込フォームは参加承諾を兼ねます。
なお、感染状況によっては、トレーニングが急遽中止となることもあります。その場合はお
申し込み時に入力いただいたアドレスに、運営担当者よりご連絡いたします。あらかじめご了
承ください。
■ゴールデンイーグル加賀

申込フォーム

URL（学年別となっています）

1・2 年生申込フォーム https://forms.gle/khcNzXrnEvUEKiRv5
3 年生申込フォーム

https://forms.gle/VNSpH8wXechQLvaGA

4 年生申込フォーム

https://forms.gle/9BhFE1Ueow7DPic69

※石川県サッカー協会 HP からもリンクしています
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http://www.ishikawa-fa.or.jp/
書面は裏面もご確認ください

2020 年 11 月 12 日
4 種チーム代表者（加賀地区）各位
一般社団法人 石川県サッカー協会
ユースダイレクター
キッズ委員会委員長

神田 康
田賀 正純

2020 年度ＪＦＡキッズエリートプログラム
「ゴールデンイーグルプログラム」開講について（【加賀】参加者募集のご案内）
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より、当協会事業に格別のご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
当協会は、2005 年度より(公財)日本サッカー協会キッズエリートプログラムの事業としてゴールデンイー
グルキッズプログラムを実施してきました。「多くの選手に場や機会を与え、よい刺激を与える」という意味
で、キッズ委員会では引き続き、この活動を積極的に実施していきたいと考えております。
本プログラムは、2012 年度より金沢、加賀、能登の三会場で開催しております。参加申し込みの際には
金沢、加賀、能登のいずれかの会場をご指定ください。原則として川北町以南に在住の選手は、加賀会
場でプログラムを受講いただきます。今後のトレセン活動地区とは異なる区分となっておりますのでご注意く
ださい。
今回のご案内は加賀会場のものであり、加賀会場対象エリアの該当チームの方のみにお送りしておりま
す。金沢、能登とは募集内容や対象が異なっています。ご了承ください。
つきましては、実施要項をご送付させていただきます。なお、今年度は開催が遅くなり、また感染対策の
ため参加人数を抑えて行いたいため、1・2 年生、3 年生、4 年生の区分けで各定員 25 名（申し込み先着
順）の枠を設けて開催いたします。ご理解をいただきたく、お願いいたします。選手選考は行いません。ま
た、今年は選手保護者様が各自、ゴールデンイーグル申込フォームにて、11 月 13 日（金）から 11 月 23
日（月祝）までにお申込みください。保護者様に参加の最終判断を行っていただきたく、お願いいたします。
なお、今後の連絡手段として当協会ホームページ、および加賀地区の運営を担当するキッズ委員会か
らメールでご連絡します。本ご案内も当協会 HP にて閲覧可能で、申込フォームにもリンクしています。予め
ご了承ください。連絡担当のメールアドレスは、申込締切後、ご案内いたします。
今後とも当協会の事業にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

キッズ、キッズエリートとは…
小さい頃から体を動かしてサッカー、スポーツに親しみ、成長に適した刺激を受けることで、生涯に
わたりスポーツを愛する人を増やすとともに、心身共に健康でコーディネーションに優れた子どもたちを
日本全国に増やす。 (JFA キッズプログラムより)
ゴールデンエイジ前の準備として、左右の足でボールを自由自在に扱うことができるようになった状
態で、Ｕ-１２以降の育成をより充実させることができるようにする。そのためキッズエリートプログラム
は、「もっとやりたい」「シュートを打つのが大好き」「動きが機敏」「サッカーがうまい」という子により質の
高い環境の提供を行おうという趣旨で行われる。 （JFA エリートプログラムより）
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2020 年度キッズエリートプログラム
「ゴールデンイーグルプログラム【加賀】」実施要項
１．主 催
２．趣 旨

(一社)石川県サッカー協会
スポーツ選手としてのタレント性を持つと考えられる子どもを対象にサッカーの基礎技能修得
および、人格形成の基礎づくりに寄与することをねらいとして実施する。

３．トレーニングスクール（兼選考会）について
今年度は選考会を行いません。参加人数は 1・2 年生、3 年生、4 年生の区分けで各 定員
25 名(先着順) 計 75 名までとします。
プログラム日程
◆加賀会場
１１月２９日(日)
１月１７日(日)
２月７日(日)
２月２１日(日)
２月２８日(日)
３月７日(日)
②内 容

受付 15:30～

16：00～17：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(1,2 年生対象)

受付 17:30～

18：00～19：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(3 年生対象)

受付 15:30～

16：00～17：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(4 年生対象)

受付 15:30～

16：00～17：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(1,2 年生対象)

受付 17:30～

18：00～19：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(3 年生対象)

受付 15:30～

16：00～17：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(4 年生対象)

受付 15:30～

16：00～17：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(1,2 年生対象)

受付 17:30～

18：00～19：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(3 年生対象)

受付 15:30～

16：00～17：30

総合複合施設でぽるたーれ KAGA(4 年生対象)

(1)テクニカルプログラム
うごきづくり、ボールコントロール（ボールマスタードリル）
(2)ゲーム

③申し込み ゴールデンイーグル申込フォーム(学年別)にて、11 月 13 日(金)15 時から 11 月 23 日(月
祝)までに入力、送信をお願いします。
2020 年度は、チーム推薦、個人推薦の枠を廃止しました。参加希望の選手保護者様が、
コロナ禍の活動となることを了承の上で、下記申込フォームからお申し込みください。石川
県サッカー協会 HP(http://www.ishikawa-fa.or.jp/)からもリンクしています。申込締切は
厳守ください。
■ゴールデンイーグル申込フォーム
1・2 年生申込フォーム（先着 25 名） https://forms.gle/khcNzXrnEvUEKiRv5
3 年生申込フォーム（先着 25 名）

https://forms.gle/VNSpH8wXechQLvaGA

4 年生申込フォーム（先着 25 名）

https://forms.gle/9BhFE1Ueow7DPic69

※2019 年度の参加選手も改めて申し込みをお願いします。
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４．参加費

2020 年度は感染状況を注視しての活動となり、実施回数が見通せないため、参加費をい
ただきません。
なお、2020 年度はユニフォームも作成いたしません。あらかじめご了承ください。

５．参加するにあたっての注意
①トレーニングの際、選手はグラウンドに入る際はアルコール消毒を行い、コーチから指示があるまではマ
スクを着用ください（プレー中は外します）。保護者様、ご家族の皆様はマスクを着用の上、3 密を避け
てグラウンド外で観戦ください。観戦は、できる限り少人数でお願いいたします。
②県内の感染状況により、急遽トレーニングが中止となる場合があります。予定回数をこなせないことも
あります。あらかじめ、ご了承ください。
②今年度は、コロナの影響を考え、保護者対象のキッズリーダー講習会は行いません。
③サッカーができる服装、シューズで参加してください。
④参加者は各自サッカーボール、ドリンクを持参してください。他の参加者との共用を避けるため、ボー
ル、水筒には必ず記名ください。
※人工芝グラウンドを使用しますので、ドリンクはミネラルウォーター(水)のみでお願いします。
⑤トレーニングスクール中に発生した傷害には応急処置を行いますが、スクール終了後の処置について
は参加者負担となります。参加選手はスポーツ安全保険に入ります。ただし、保険の範囲外の傷害に
ついては参加者負担にてお願いします。
2020 年度のプログラムに参加するためには、2019 年度参加選手であっても今年度あらためて申し込
みが必要です。
今年は、チーム推薦・個人推薦の枠を廃止しました。チーム推薦に該当する選手の方にも、選手保護
者様が申込フォームからお申込みいただく必要があります。各選手保護者様にコロナ禍での活動を承諾い
ただく必要があるためです。チーム推薦用の参加申込用紙ではお申込みいただけませんのでご了承くださ
い。

お問い合わせ： (一社)石川県サッカー協会事務局
〒920-8203 金沢市鞍月 4-105 ダイワロイヤル金沢ビル 3F
TEL.076-218-9000（平日 9 時～18 時）
メール: gijutsu@ishikawa-fa.or.jp
HP: http://www.ishikawa-fa.or.jp/
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