
1 主 旨

2 名 称 平成２８年度　公認Ｃ級コーチ養成講習会（道央ブロック）

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

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 期 日 平成２９年１月２１日（土）・１月２２日（日）・２月４日（土）・２月５日（日）・２月１１日（土・祝）・１２日（日）・２月２５日（土）

※予備日として２月２６日（日）

7 会 場 道都大学 （　〒061-1196  北広島市中の沢149番地 　）

8 受 講 資 格 １） ２０１６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２０名～最大３２名　　　　　　　　※他のブロック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）・・・・・・・・・１２時間 ※講義１コマ５０分

①ガイダンス ⑦コーチング法Ⅰ ⑬実技の振り返り

②技術戦術論Ⅰ 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技術戦術論Ⅱ ⑩指導者の役割Ⅰ ⑯指導実践の準備

⑤技術戦術論Ⅲ ⑪指導者の役割Ⅱ ⑰指導実践の振り返り

⑥発育発達論 ⑫審判 ⑱閉講ガイダンス

⑲キッズU-6

２） 実　　　技・・・・・・・・・・・・・・・１５時間 ※実技は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

⑪キッズU-6

３） 指導実践・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６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 ③キッズ（Ｕ－１０）指導ガイドライン

②キッズ（Ｕ－８）指導ガイドライン ④２０１０　Ｕ－１２指導指針

12 受 講 料 １） 日本サッカー協会納付金 ２，０００円

２） 教材代 １１，８８０円

①指導教本FP・GK編（教本１冊＋ＤＶＤ） ④キッズ（Ｕ－１０）指導ガイドライン

②キッズ（Ｕ－６）指導ガイドライン ⑤２０１０　Ｕ－１２指導指針

③キッズ（Ｕ－８）指導ガイドライン

３） 北海道サッカー協会納付金 １６，１２０円 合計３０，０００円

４） 北海道サッカー協会納付金（キッズ含）１８，１２０円 合計３２，０００円

13 受 講 申 込 １） 申し込み締切日 平成２９年１月１３日（金）　１８：００

２）

参加申し込み」より手続きをして下さい。講習会・研修会番号：無資格⇒000R00000000-000、

キッズリーダー、Ｄ級保持者⇒000R00000000-000

３） 受講確定後、システムより料金支払いメールが送信されます。手順に従い支払いをして下さい。

４） 申込書郵送先 〒069－0863　江別市大麻新町37番地16号

（財）北海道サッカー協会　技術委員会　　　砂原　史朗宛（講習会事務局090-1522-2838）

14 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。

ただし、すでにキッズリーダー・Ｄ級コーチで指導者登録をしている方は、口座引き落としになる。

15 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）

５） 本講習会はＪＦＡ公認キッズ（U-6）リーダー養成講習会も同時開催いたします。

※既にキッズ（U-6）リーダー受講済みの方は講義は受講しなくて結構です。実技はご自身のために受講願います。

６） 実技会場は体育館です。フットサルシューズ・レガースをご用意下さい。

７） ご不明な点があれば、事務局：砂原までご連絡ください。
（携帯）０９０－１５２２－２８３８ （Ｅ－ｍａｉｌ）　ｓｈｉｒｏｓａｎ１０＠ｈｏｔｍａｉｌ.co.jp

８） 本講習会のスクールマスター、４７ＦＡチーフインストラクター　鈴木貴浩がつとめます。（携帯）０９０－９７５４－５３８８

受講者は開催地区協会ブロック内を優先としますが、場合により他のブロックからの受講も受け付
けます。

平成２８年度　（公財）日本サッカー協会　公認Ｃ級コーチ養成講習会（案）
［（公財）日本体育協会　公認指導者養成講習会］　開催要項（道央ブロック・千歳地区開催）

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
を開設する。

受講者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



■平成２７年度　（公財）日本サッカー協会　公認Ｃ級コーチ養成講習会　（道央ブロック・千歳地区開催）
会　場

　日　時 1月21日 土曜日 1月22日 日曜日 2月4日 土曜日 2月5日 日曜日 2月11日 土曜日 2月12日 日曜日 2月25日 土曜日

受付 受付 受付 受付 受付 受付 受付
8:30開場 8:45開場 8:45開場 8:45開場 8:45開場 8:45開場 8:30開場
①ガイダンス ④技術戦術論Ⅱ ⑦コーチング法Ⅰ ⑩指導者の役割Ⅰ ⑨攻撃①ポゼッション 指導実践Ⅰ 筆記テスト

講義 講義 講義 講義 実技 （受講生対象）

②技術戦術論Ⅰ ⑤技術戦術論Ⅲ ⑧コーチング法Ⅱ ⑪指導者の役割Ⅱ 指導実践Ⅱ
講義 講義 講義 講義 （U-12orU-13対象）

⑩攻撃②ゴールを目指す

実技
①ゲームとコーディネーション④ボールフィーリング＆ドリブル⑤パス＆コントロール ⑦守備のテクニック

実技 実技 実技 実技

⑭実技のまとめ 昼食・休憩
講義

昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食・休憩

指導実践Ⅰ
（受講生対象）

②ゴールキーパー ③観る ⑥シュート ⑧守備②ボールを奪う ★キッズ講義＆実技

実技 実技 実技 実技

③ゴールキーパー ⑥発育発達論 ⑨メディカル ⑫審判

講義 講義 講義 講義
⑱閉講ガイダンス

⑮指導実践ガイダンス ⑰指導実践の振り返り 講義
★予備 ★予備 ★予備 ★予備 ★予備 ★予備 ★予備

実技や講義の内容により終了時間が遅れる場合があります。
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道都大学 （　〒061-1196  北海道北広島市中の沢149番地 　）



フリガナ 性　　　　別

氏　　名 男　　性 証明写真貼付

生年月日 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　歳） 女　　性

〒

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ

携帯電話番号

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ
※連絡はメールでさせていただくので必ずご記入ください。

（　　　　　　　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。

現在の指導チーム（　　　　種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導者暦

平成２８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

（道央ブロック・千歳地区開催）

自宅住所

勤務先名

サッカーの
既取得資格

選 手 暦


