
1 主 旨

2 名 称 ２０１８（平成３０）年度　（公財）日本サッカー協会　公認Ｃ級コーチ養成講習会

3 主 催 （公財）日本サッカー協会、（公財）北海道サッカー協会、（公財）日本体育協会

4 主 管 （公財）北海道サッカー協会　技術委員会

5 後 援 （公財）北海道体育協会

6 開 催 期 間 平成３０年１１月２３日（金）・２４日（土）・２５日（日）・１２月１日（土）・２日（日）・８日（土）・９日（日）

7 開 催 場 所 11月23日・24日・25日　北海道帯広緑陽高等学校　（帯広市南の森東３丁目１－１　　　　℡：0155-48-6605）

12月 1日・ 2日 　　　　　中札内交流の杜　　　　　　　（河西郡中札内村東４条北１丁目１　℡：0155-67-2068）　

12月 8日・ 9日　　　　　 サホロアリーナ　　　　　　　　（新得町新内西6線145　　　　　　　　℡：01566-4-6318）　

8 受 講 資 格 １） ２０１８年３月３１日現在、満１８歳以上である者

２） 地域においてスポーツ活動を実施している指導者、及び指導者になろうとする者

9 定 員 最小１０名～最大３２名 ※他の地区協会からの受講を認める場合もある。

10 カリキュラム １） 基礎理論（講義）・・・・・・・・・１５時間 講義１コマ５０分

①ガイダンス ⑦コーチング法Ⅰ ⑬実技振り返り

②発育発達と一貫指導 ⑧コーチング法Ⅱ ⑭実技のまとめ

③ゴールキーパー ⑨メディカル ⑮指導実践ガイダンス

④技術戦術Ⅰ ⑩審判 ⑯指導実践の振り返り

⑤技術戦術Ⅱ ⑪指導者の役割Ⅰ ⑰閉講ガイダンス

⑥技術戦術Ⅲ ⑫指導者の役割Ⅱ

２） 実　　　技・・・・・・・・・・・・・・・１５時間 実技１コマ９０分

①ゲームとコーディネーション ⑥シュート

②ゴールキーパー ⑦守備①守備のテクニック

③観る ⑧守備②ボールを奪う

④ボールフィーリング＆ドリブル ⑨攻撃①ポゼッション

⑤パス＆コントロール ⑩攻撃②ゴールを目指す

３） 指導実践・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６～１２時間

４） 筆記テスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・１時間

５） 通信教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８時間　※ガイダンスや講義の際に説明します。

下記の４冊を読んでレポートを提出

①キッズ（Ｕ－６）指導ガイドライン ③ＪＦＡ指導指針２０１７（Ｕ１０～１８）

②キッズ（Ｕ－８）指導ガイドライン

11 受 講 料 １） 日本サッカー協会納付金 ２，０６２円

２） 教材代 １１，８８０円

①指導教本ＦＰ・ＧＫ編（教本１冊+ＤＶＤ） ③キッズ（Ｕ－８）指導ガイドライン

②キッズ（Ｕ－６）指導ガイドライン ④ＪＦＡ指導指針２０１７（Ｕ１０～１８）

３） 北海道サッカー協会納付金 １６，０５８円 合計３０，０００円

12 受 講 申 込 １） 申し込み締切日 平成３０年１１月　９日（金）　１８：００

２） （公財）北海道サッカー協会HPより申込書をダウンロードし必要事項記入の上、下記まで郵送して下さい。

３）

＊必ず郵送とKICK OFF、両方の申し込みが必要です。

４） 申込締切後、収納代行システムより料金支払いメールが届きます。手順に従い支払いをして下さい。

申込書郵送先 　〒080-0861　帯広市南の森東４丁目８番地４

　　　　　　　　　（公財）北海道サッカー協会　技術委員会　横田　秀樹　宛

13 登 録 費 すべてのカリキュラムを終了したものは、ＪＦＡに年間５，０００円の登録費を納めなければならない。

14 そ の 他 １）

２） 受講申込者数が少ない場合は、開講できないことがあることを、あらかじめご了承下さい。

３） 申し込み締め切り後、受講の有無に関しての連絡メールを送らせていただきます。

４） 教材について、受講者には全教材を購入していただきます。返金には応じかねますのでご了承ください。

５）

６） 実技会場は体育館です。インドア用のトレーニングシューズをご用意下さい。

７） 以上において、ご不明な点があれば、（事務局：横田）までご連絡下さい。

（携帯）０９０－８９０８－７３９３ （Ｅ－ｍａｉｌ）　　fussball0013@yahoo.co.jp

８） 本講習会のスクールマスターは、（公財）北海道サッカー協会　４７ＦＡチーフインストラクター　横田秀樹が
つとめます。

２０１８（平成３０）年度　（公財）日本サッカー協会　公認Ｃ級コーチ養成講習会
［（公財）日本体育協会　公認指導者養成講習会］　開催要項（道東ブロック）

サッカーの基本的な（主な対象は１２歳以下）指導ができる人材を養成することを目的にＣ級コーチ養成講
習会を開催する。

受講者は原則開催地区協会ブロック内の方を優先とするが、定員に満たない場合は他のブロックからの
受講も受け付けます。

受講者については事前に傷害保険に加入の上受講し、講習中の怪我などについては、自分の責任で処
置していただきます。

KICKOFF （https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login） へログイン後、トップメニュー「指導者」の「講習会・研修
会への参加申し込み」より手続きをして下さい。



日時 １１月２３日（金） １１月２４日（土） １１月２５日（日） １２月　１日（土） １２月　２日（日） １２月　８日（土） １２月　９日（日）

実技会場 緑陽高校体育館 緑陽高校体育館 緑陽高校体育館 中札内交流の杜体育館 中札内交流の杜体育館 サホロアリーナ サホロアリーナ

講義会場 緑陽高校視聴覚室 緑陽高校視聴覚室 緑陽高校視聴覚室 中札内交流の杜研修室 中札内交流の杜研修室

⑬-5　実技振り返り

⑬-1　実技振り返り ⑬-2　実技振り返り ⑬-3　実技振り返り ⑬-4　実技振り返り

２０１８（平成３０）年度　（公財）日本サッカー協会　公認Ｃ級コーチ養成講習会（道東ブロック帯広地区）

8:00

9:00
講義①

　開講式・ガイダンス
講義④

　技術戦術Ⅰ
講義⑦

　コーチング法Ⅰ
講義⑪

　指導者の役割Ⅰ 実技⑨
　攻撃①ポゼッション10:00

指導実践Ⅱ

16:00

指導実践Ⅱ

講義⑧
　コーチング法Ⅱ

15:00 実技④
　ボールフィーリング

　　＆ドリブル

実技⑥
　シュート

実技⑦
守備①守備のテクニッ

ク

実技①
ゲームと

　コーディネーション

11:00

実技⑩
攻撃②ゴールを目指す12:00

13:00 実技③
　観る

実技⑤
　パス＆コントロール

14:00

講義⑫
　指導者の役割Ⅱ

講義⑤
　技術戦術Ⅱ

講義②
発育発達と一貫指導

指導実践Ⅰ

19:00

20:00

21:00

実技α
ゲーム

講義⑮-2
　指導実践ガイダンス

Ⅱ

実技②
　ゴールキーパー

指導実践Ⅰ

17:00
講義⑥

　技術戦術Ⅲ
18:00

実技⑧
守備②ボールを奪う

講義⑨
　メディカル

講義⑰
閉講ガイダンス

講義⑯-2
指導実践Ⅱの振り返り

講義⑭
　実技のまとめ

講義③
　ゴールキーパー

講義⑮-1
　指導実践ガイダンス

Ⅰ

講義⑯-1
指導実践Ⅰの振り返り

講義⑩
審判

筆記テスト



フリガナ 性　　　　別

氏　　名 男　　性 証明写真貼付

生年月日 １９　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　歳） 女　　性

〒

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ

携帯電話番号

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

（　　　　　　　年）・・・　　　　　　　　　　級　審判員

（　　　　　　　年）・・・　キッズリーダー

（　　　　　　　年）・・・　Ｄ級コーチ（旧少年・少女サッカー指導員）

指導者登録番号（　Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　※登録済みの方は必ず記入

※所属（登録）したチーム名を記入して下さい。

選 手 歴

現在の指導チーム（　　　　種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導者歴

２０１８年度　（公財）日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ養成講習会　受講申込書

（道東ブロック帯広地区開催）

自宅住所

勤務先名

サッカーの
既取得資格



平成３０年１０月　５日

　下記の要領で申込みを行って下さい。

ＫＩＣＫ　ＯＦＦからの申込みと郵送の申込みの二つが必要になります。

Ｄ級及びキッズリーダーの登録有り無しでＫＩＣＫＯＦＦ講習会番号が違います。

申込み締め切りは、１１月９日（金）１８時です。

【　手　順　】

１． ＪＦＡ　ＩＤを取得する

（すでに登録している方は、ログイン後、「指導者（講習会・研修会）申込み」へ）

（１）日本サッカー協会のホームページから、「ＪＦＡの登録」のページへ

（２）ＪＦＡの登録ページから、「ＫＩＣＫ　ＯＦＦ（ＪＦＡ　ＩＤ取得）」のページへ

（３）ＫＩＣＫ　ＯＦＦページから、「新規ＪＦＡ　ＩＤ登録」のページへ

（４）手順に従って登録する。

※ ＪＦＡ　ＩＤ・ログインＩＤ・パスワードは各自で管理して下さい。

２． ２．ＫＩＣＫ　ＯＦＦページのログイン後、「指導者（講習会・研修会）」で申込みをする。

（１）

（２）Ｃ級コーチの講習会を探すのページから、本講習会を選択する。

　Ｄ級、キッズリーダー登録の有り無しで申し込み先（講習会番号）が違います。

　　技能区分　：　サッカー指導者

　　主催協会　：　北海道サッカー協会（一番上）

　　資格　　　：　公認Ｃ級コーチ

　　講習会・研修会区分　：　指導者養成講習会

※ 講習会・研修会番号　： 001R10002988-001　（無資格）
001R10002988-002　（Ｄ級・キッズリーダー登録あり）

※ 無資格かＤ級・キッズリーダーの登録ありによってれぞれ選択でき講習会が表示されます。

（３）手順に従って申し込む

３． 受講料を納入する

（１）ＫＩＣＫ　ＯＦＦの申込みが確認された段階で受講料納入のメールが通知されます。

４． 開催要項についている申込書を下記宛てに郵送する（写真の添付も忘れないようにして下さい）。
　〒080-0861　帯広市南の森東4丁目8番地4

　　　　　　　　　（公財）北海道サッカー協会　技術委員会　横田秀樹　宛

５． その他、登録上不明な点等ございましたら、下記に問い合わせて下さい。
お問い合わせ窓口「JFA登録サービスデスク」
Eメール：jentry_servicedesk@jfa.or.jp
電話番号：050-2018-1990　（※一部のIP電話を除き、ご利用会社の通話料が発生致します）
営業時間：月～金　10:00～20:00（※祝日除く）
　　　　　　　土　10:00～17:00

（公財）日本サッカー協会　公認Ｃ級コーチ養成講習会受講申込みについて

システムの関係で締め切り後の申込みは受け付けられませんので、余裕を持って申込みをするようお願
いします。（審判資格と同様にＫＩＣＫ　ＯＦＦからの申し込みになっています。）

指導者　講習会・研修会参加申込みから、「指導者ライセンスを取りたい方へ　サッカーＣ級コーチ」
のページへ
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