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１．大会実施概要 

 

開催日時 2010 年 9 月 4 日(土) 9：30～16：00 

会場 FUTSAL POINT J-Foot 浦和美園 (さいたま市緑区) 

対象 大会趣旨に賛同し、楽しく、フェアプレーができるフットサルプレーヤー＇子どもから大人まで（ 

募集 ミックスチーム 最大 32 チーム＇１チーム 10 名まで（ ※先着順 

参加費 一般 20,000 円、大学生 15,000 円、高校生以下 10,000 円  ※保険料込み 

主催 特定非営利活動法人 ACE 

協賛 アサヒ飲料株式会社、アシックス労働組合、(株)イデアインターナショナル、 

hummel＇株式会社エスエスケイ（、株式会社ウインスポーツ＇PENALTY（、 

SAMURIZE、株式会社 feel.＇SPAZIO（、株式会社ドリブルジャパン＇Desporte（ 

協力 JFC 株式会社、千株式会社、ハヤブサマガジン、株式会社ビーアンドディー、 

株式会社リックネットワークス 

後援 ㈶埼玉県サッカー協会、㈶埼玉県国際交流協会 (以上、順不同) 

 

今年で７回目を迎えたチャリティフットサル大会。朝から強い日差し

が照りつけ、最高気温は 37℃を超えました。そんな猛暑にも関わら

ず誰一人として熱中症で倒れることなく、熱いプレーを繰り広げて下

さいました！７月末からチーム募集を開始したところ、定員の32を超

えるチームからお申込みいただき、ボランティアスタッフも含め、総

勢約 350 名が参加した過去最大の大会になりました！！ 

 

○ミックスチームのフレンドリーマッチ 

「サッカーには世界を変える力がある。遊ぶ、学ぶ、笑う。そんなあ

たりまえのことを、世界の子どもたちに。フェアプレーの精神で、楽し

みながら世界の子どもたちの笑顔のために国際協力をしよう！」と

いうコンセプトで、子どもからおとなまで、女性も男性も関係なく、誰

もが楽しく参加できるフレンドリー大会をモットーにしています。試合

中、必ずピッチ上に女性か小学生以下の子ども１名が参加し、かつ

得点が２点となる大会特別ルールで実施しています。 

 

○２つのリーグにわかれて大会を実施 

サッカー経験や経験者の人数によってチームを「スーパービギナー

ズ」と「エンジョイ」の２つのリーグに分けて実施しました。各予選ブロ

ックの上位 2 チームが決勝トーナメントに進出します。惜しくも敗退し

たチームも交流戦を行うことができ、最後までフットサルを楽しんで

いただきました。 

 

 

【当日スケジュール】  

 8:30 コート開放 

 8:50 受付開始＇9:20 締切（ 

 9:30 開会式 

 10:00 予選リーグ開始 

・チャリティーオークション 

・サッカーボウリング 

 12:20 予選リーグ終了 

 12:30 サッカーテニス＆クイズ大会 

 13:30 決勝トーナメント 

  リーグ交流戦 開始 

 15:30  表彰式 

 15:45  じゃんけん大会 
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２．アトラクション・イベント紹介 

 

○クイズ大会 

予選リーグと決勝トーナメントの間にクイズを行いました。サッカーや児童労働に関する問題、さらに ACE のプロジェ

クトに関する問題などを出題し、楽しみながらチャリティフットサル大会の趣旨を、そして ACE に関する理解を深めて

いただきました。今年は例年の○×クイズの他に４択クイズも出題し、正答数の高いチームには豪華景品をプレゼン

トしました。 

  

 

○浦和レッズ OB 西野努さんによるサッカーテニス開催 

昨年に引き続き今大会も、浦和レッズ OB の西野努さんにご協力いただき、「サッカーテニス」と試合前の「準備体操・

ストレッチ」を行っていただきました。サッカーテニスは、サッカー経験者でもコート内にボールを蹴るのは難しかった

様子。本企画は、各チームの予選リーグ突破に必要な「勝ち点１」を賭けた戦いでもあり、参加者全員がとても白熱し

て参加していました。試合前の準備体操も進行役を務めて下さり、参加者全員が和気あいあいとした雰囲気で体を

ほぐすことができました。誰一人として大きなけがをする事なく無事に大会を終えることができたのも、西野さんのご

協力のおかげです。 
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○サッカーボウリング 

毎年恒例の「サッカーボウリング」も試合時間の合間に、100 名以上

の方に楽しんでいただけました。ボールを蹴ってゴール前に並べた

６本のピンを倒します。３回ボールを蹴って、倒したピンの合計数を

競います。全体の上位３名と、子どもの上位３名にアシックス労働組

合様からご提供いただいたアシックス社製のボールや T シャツなど

をプレゼントさせていただきました。 

 

 

○チャリティーオークション 

会場を使わせていただいている J-Foot 浦和美園店様のご協力によ

り、浦和レッズの三選手からサイン入りグッズをご提供いただき、大

会当日チャリティーオークションとして出品させていただきました。皆

様のご協力により、合計 11,500 円で落札いただきました。 

 

・高橋峻希 選手 (バッグ)  

・加藤順大 選手 (シューズケース)  

・宇賀神友弥 選手 (ゲームシャツ) 

 

○ジャンケン大会 

昨年も好評だった表彰式後のじゃんけん大会は今年も大盛況。アシ

ックス労働組合、株式会社ウインスポーツ＇PENALTY（、SAMURIZE、

株式会社 feel.＇SPAZIO（、株式会社ドリブルジャパン＇Desporte（な

ど、協賛各社からご提供いただいた製品を獲得するチャンスが参加

者全員にあります。また、大会参加賞としてアサヒ飲料様よりスポー

ツドリンクを、hummel 様よりハンドタオルをご提供いただきました。 

 

 

○試合球は「フェアトレードボール」を使用 

ACE チャリティフットサル大会では、児童労働がない「フェアトレード

ボール」を試合球に使用しています。「フェアトレード」とは、製品を適

正な価格で取引し、生産者の労働環境と生産地の自然環境を守る

ことを通じて、生産地の経済的・社会的発展を支援する取り組みの

ことです。現地の工場でボールを作る大人の職人達に適正な給料と

労働環境を提供し、定期的に国際機関の調査を受け入れ、児童労

働がないことが証明されたボールを株式会社イデアインターナショ

ナル様からご提供いただきました。 
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３．試合結果 

 

エンジョイリーグ 入賞チーム 

 
優勝 「温泉サッカー。」 

スーパービギナーズリーグ 入賞チーム 

 
優勝 「チームゼルコバ」 

 
準優勝 「アシックスＦＣ」 

 
準優勝 「駿河台アルディージェ」 

 
第 3 位 「67 シックス」 

 
第 3 位 「ＣＦＦ」 

 
第 3 位 「ASSIST FC」 

 

第 3 位 「チームピーチ」 

＇※お詫び（写真撮影をすることができなかったため、 

未掲載とさせていただきました。 



第 7 回 ACE チャリティフットサル大会 終了報告書 

2010 年 11 月発行 

 

決勝トーナメント結果 

 

【エンジョイリーグ 決勝トーナメント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スーパービギナーリーグ 決勝トーナメント】 
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予選リーグ結果 
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交流戦結果 

 

 

 

エンジョイリーグ 
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４．フットサル大会アンケート結果 

 

アンケート回答者数  26 名  参加者 全 268 名  参加チーム数 32 チーム 

＇リピーター15 チーム、初参加 17 チーム（ 

性別 女性 ･･･ 3 名 男性 ･･･ 10 名 無回答 ･･･ 23 名 

年齢 10 代 ･･･ 3 名 20 代 ･･･ 6 名 30 代 ･･･ 3 名 

 40 代 ･･･ 0 名 50 代 ･･･ 0 名 未記入 ･･･ 15 名 

                                                         

  

  

大会に参加して、よかった点や今後の改善がありましたらお書きください。 

昨年の改善点としてあげられていた事＇ビギナーチームが強すぎる、アップの時間がもう少しほしい、アナウンスの

声が聞こえなかった等（は改善されたが、今年新たに改善すべき点が挙がったので、参加者から頂いた貴重な意

見を来年に生かしていきたいと思います。 

良かった点 改善点 

大会の趣旨が分かり、今後も応援したいと思った。 もっとたくさん試合したかった。 

クイズなど色々なイベントがあり、楽しめた。 荷物を置いたり、試合をまったりするスペースがほしかった。 

今まで知らなかった事を知ることができて良かった。 お昼休みがほしかった。 

フェアプレーで、かつフレンドリーな雰囲気が良かった。 暑かったので日陰がある会場だとうれしかった。 
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５．フットサル募金キャプテン 

 

今大会から、大会趣旨に賛同し一口 100 円の募金で ACE の活動を

応援してくれる「100 円募金サポーター」の募集を呼びかけました。

大会参加チームの方々に「100 円募金サポーター」を集めてくださる

“キャプテン”となっていただき、フットサル募金への協力を呼び掛け

てくださいました。 

 

“キャプテン”には「サッカーボール型募金箱」とフットサル募金の趣

旨が書かれた「フットサル募金カード」をお送りしました。 

 

○フットサル募金の仕組み 

 

大会当日、集めていただいた募金を受付で回収し、募金総額を表彰式で発表しました。また、もっとも多くの募金を集

めてくださったチームとして、当日スタッフとしてご参加いただいた東京海上日動火災保険株式会社の皆様を表彰さ

せていただきました。今まで募金を集めたことがない方にもご参加いただき、合計 22 名＇グループ（から、73,011 円分

のご寄付をいただきました。ご協力、ありがとうございました！集めていただいた募金は、大会収益と合わせて、イン

ドとガーナの子どもを危険な労働から守る活動に使わせていただきます。 
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６．Yahoo!チャリティーオークション 

 

2009 年に引き続き、一人でも多くの人に児童労働の問題を知っていただくため、ACE チャリティフットサル大会の趣

旨にご賛同いただいた著名人の方々にご協力いただき、Yahoo!チャリティーオークションへサイングッズを出品させ

ていただきました！ 

 

出品期間：2010 年 9 月 22 日＇水（～10 月 20 日＇水（ 

落札総額：125,320 円＇全 8 品（ 

 

    

水内 猛さん 

元浦和レッズ 

西野 努さん 

元浦和レッズ 

遠藤 彰弘さん 

サッカー解説者 

奥 大介さん 

元サッカー日本代表 

 

    

川平 慈英さん 

俳優 

柳本 啓成さん 

元サッカー日本代表 

影山 のぞみさん 

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾌ･ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ 

澤登 正朗さん 

元清水エスパルス 

 

Yahoo!チャリティーオークションに出品されたグッズの落札額は、ACE チャリティフットサル大会の収益と同じく、ACE

が支援するインドとガーナの子どもを危険な労働から守るための活動費に使わせていただきます。 

 

チャリティーオークションにご協力いただき、まことにありがとうございました。 
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７．決算・収支報告 

 

今大会の収益は、2012 年までの中期目標「ACE111＇エーストリプルワン（※」を達成するための「ACE111 募金」への

寄付とさせていただきます。90％をインドとガーナで子どもを危険な労働から守るための支援に、10％を運営のため

の管理費にあてさせていただきます。 

 

※ACE111 について＇「児童労働のない未来」を実現するため、2012 年までの中期目標（ 

 1 千人の子どもを児童労働から救い、1 万人の子どもの教育を支援します。 

 100 万人に児童労働を伝え、共に行動します。 

 1 万人の支援者を募り、ACE の活動を全国に広げます。 

 

●収入 

  項目 内容 金額 

参加費＇一般（ 一般 20,000 円 28 チーム分 

 ＇1 チーム人数超過のため 2 チーム分参加費徴収（ 

学生 15,000 円 5 チーム分 

¥635,000  

大会当日チャリティーオークション 【浦和レッズ協力】 

高橋峻希選手、加藤順大選手、宇賀神友弥選手 

¥11,500  

収入合計＇A（   ¥646,500  

 
 

 
●支出 

  項目 内容 金額 

会場費 JFC 株式会社様のご協力により正規料金より割引 ¥164,000  

保険代 参加者 ¥55,650  

審判代 8,000 円×4 名 ¥32,000  

印刷費 ポスター、ちらし、当日配布資料、ボランティア用マニュ

アル、当日掲示物など 

¥2,950  

ちらし送料 スポーツショップ×20 ヶ所＇メール便 80 円（ ¥1,600  

音響設備代 アンプ内蔵型スピーカー＆有線マイク２本＇※特別割引（ ¥4,725  

備品代 ゴミ袋、テープ、筆記具、用紙 etc ¥8,505  

支出合計＇B)   ¥269,430  

 

 

 

大会収益＇C（＝収入＇A（－支出＇B（  ¥377,070  

   
 

 

 

 



 

 

○大会以外収入 
  

項目 内容 金額 

グッズ販売 タオルハンカチ、オリジナルタンブラー、カラフルキャンド

ル、書籍など 

¥8,465  

フェアトレードボール＇委託販売（  ¥7,980  

フットサル募金 協力者 22 名 ¥73,011  

Yahoo!チャリティーオークション 計 8 名分 8 アイテム出品 ¥125,320  

大会外収入合計＇D)   ¥214,876  

   
○大会以外支出 

  
項目 内容 金額 

フェアトレードボール＇委託販売（ 8 掛け ¥6,384  

ACE フットサル募金箱＇本体（ 126 円×50 個＋送料 1,050 円 ¥7,350  

ACE フットサル募金箱＇ラベルシール（ A4 用紙ラベルシール ¥1,173  

フットサル募金告知用カード B7 サイズ 1000 枚 ¥4,690  

各チーム募金箱送料 240 円×28 チーム分 ¥6,720  

チャリティーオークション送料 出品協力者へ ACE からサイン用ボール発送代 ¥7,700  

大会外支出合計＇E)  ¥34,017  

   大会以外収益＇F（＝大会以外収入＇D（

－大会以外支出＇E（ 

  ¥180,859  

   
合計金額＝＇C（+＇F（   ¥557,929  

○ACE チャリティフットサル大会へのご協力、ありがとうございました！ 

参加者、協力・協賛・後援団体、ボランティアの

皆様、チャリティフットサル大会にご参加、ご協

力いただきまことにありがとうございました。 

 

チャリティフットサル大会の収益やご寄付は、イ

ンドとガーナの子どもを危険な労働から守るた

めの活動費に使わせていただきます。今後も世

界中にたくさんの笑顔を咲かせられるように活

動してまいります。今後ともご支援、ご協力のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。 

2010 年 11 月吉日 

特定非営利活動法人 ACE 

代表 岩附 由香 

  

  


