2019 年度公益財団法人日本サッカー協会公認 A 級コーチ U-15 養成講習会
千葉県トライアル（推薦者選考会）
開催要項
1.

目的
2019 年度公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という。
）公認 A 級コーチ U-15 養成講習会へ、公益社団法人千葉県
サッカー協会からの推薦者を選考するため実施する。また、千葉県サッカーのために、各種別や地区において中心的立場となり、
選手育成・強化や、各種事業に尽力・貢献できる指導者の発掘・育成を図ることも目的とする。

2.

主催
公益社団法人千葉県サッカー協会

3.

主管
公益社団法人千葉県サッカー協会（以下「千葉県 FA」という。
）

4.

指導者育成委員会・同技術委員会

推薦枠（予定）
1名

5.

受験資格
KICKOFF より JFA-ID を取得の後、保有資格登録を行った上で、次の要件をすべて満たしていること。尚、本トライアルを受
験（申し込み）する場合、2019 年度 JFA 公認 A 級コーチジェネラル養成講習会千葉県トライアル及び 2019 年度 JFA 公認 A 級
コーチ U-12 養成講習会千葉県トライアルについては、受験できないものとする。
※ 新規・有資格に関わらず JFA-ID の取得は必須となります。尚、既に取得済みの方は、新たに取得する必要はございません。
（1） JFA 公認 B 級コーチ（以下「B 級」という。
）以上の資格を有し、かつ指導者資格有効期間内であること（申し込み時点で
資格が有効期間外〔復活申請期間含む〕の方は、受験できません）
。
（2） 千葉県 FA 登録チームにて「3 年以上」の指導実績を有し、現在、千葉県 FA 登録チームにおいて指導をしていること。
（3） U-15 年代の指導現場に携わり、コーチングデモンストレーションができること。
（4） KICKOFF 内マイページ、指導者基本情報の「主な活動協会」が、
「千葉県」となっていること。
（5） 推薦決定後、JFA 公認 A 級コーチ U-15 養成講習会全日程への、受講参加が可能であること。
※ JFA 公認 A 級コーチ U-15 養成講習会に関する詳細については、JFA ホームページよりご確認ください。

6.

選考日程・選考方法
選考段階

日程（予定）

（1） 申し込み締切

2018 年 12 月 16 日（日）

（2） 一次審査

2019 年 1 月上旬～中旬

（3） 最終審査
（4） 推薦者決定

選考方法

備考

書類審査

2019 年 2 月 16 日（土）9:00 ～ 13:00
予備日：2 月 21 日（木）17:00 ～
2019 年 3 月初旬頃決定
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指導実践

雨天決行

7.

審査項目（選考基準）
一次（書類）審査

選考基準

• 選考委員会にて、次の項目から総合的に審査し、通過者を決定いたします。
（1） 千葉県トレセン、千葉県内地区・ブロックトレセンでの指導実績
（2） B 級取得後の指導実績（千葉県大会、関東大会、全国大会成績）
。
（3） B 級取得後の県内地区や各委員会（県・県内地区サッカー協会）における役割。
（4） A 級コーチ U-15 取得後の活用計画。
最終審査 選考基準
• 指導実践の成績及び書類審査内容をもとに、総合的に審査し、推薦者を決定いたします。尚、最終審査では、実技（プレー）
は行いません。
＜選考基準及び指導実践評価項目（一部抜粋）＞
（1） コーチとしてのアピアランス
（2） テーマ理解
（3） トレーニングの構築
（4） オーガナイズ
（5） 分析力
（6） コーチングスキル
（7） コミュニケーションスキル 等

8.

最終審査会場（予定）
習志野市立習志野高等学校（習志野市東習志野 1-2-1）

※雨天決行。

予備日会場：江戸川大学（流山市駒木 474）

9.

指導実践のテーマ（予定）

（1） フィニッシュ
（2） 前線の崩し（コンビネーション）
（3） 守備の基本①（チャレンジ＆カバー）
（4） 守備の基本②（中盤）
（5） ポゼッション
（6） ビルドアップ（自陣）

10. 受験料

4,000 円
※ 一次審査通過者のみの徴収となります。最終審査当日に、現金徴収いたします。
※ 交通費・飲食費等は自己負担となります。
※ 本トライアル及び JFA 公認 A 級コーチ U-15 養成講習会にかかる一切の費用は、受講者負担となります。あらかじめご了
承ください。
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11. お申し込み方法
KICKOFF より JFA-ID を取得の後、保有資格登録を行い（登録がお済みの方は不要）
、下表の該当する講習会へお申し込みく
ださい。お申し込みの際は、コメント入力欄へ必要事項のご入力及び顔写真データのアップロードを必ず行ってください。コメ
ント入力及び顔写真アップロードは必須となります。内容に不備がある場合は、不備扱いとし、申し込みの受付をいたしません。
あらかじめご了承ください。
お申し込み講習会・研修会情報
技能区分

サッカー指導者

主催協会

千葉県サッカー協会

講習会・研修会区分

その他研修会

講習会・研修会番号

012R10001504

講習会・研修会名

2019 年度 JFA 公認 A 級コーチ U-15 養成講習会【千葉県 FA】トライアル＠習志野高（習志野市）

アップロードファイルについて
⚫ 顔写真データ（JPEG・PNG 形式、1MB 以下、真正面から撮影した写真、携帯電話で撮影した写真も可）
※ 申し込み手続き途中にアップロードボタン（ファイル選択ボタン）がございますので、ボタンをクリックの上、顔写真のアッ
プロードをお願いいたします。KICKOFF マイページでの顔写真登録ではございませんのでご注意ください。
入力欄項目へのご入力について（必須）
• 「申込入力ボタン」クリック後のページ下部に入力欄がございます。次の項目について、項目毎に必要事項をご入力ください。
全項目入力必須となります。但し、該当しない項目がある場合は入力不要です。
入力項目

入力例

（1） 身長

180cm の場合：181

（2） 体重

80kg の場合：80

（3） 最終学歴（学校名、卒業年・月）

●●大学、2014、3

（4） 勤務先名

●●株式会社
●●クラブ、監督、3 種、

（5） 現指導チーム名、役割、種別、指導期間

2014 年 4 月～2016 年 11 月

（6） 指導歴（チーム名、種別、指導期間）

●●クラブ、3 種、2014 年 4 月～2016 年 11 月

※現指導チームから遡り、最大 5 チーム分まで記載。
（7） 競技歴（チーム名、所属期間）

●●クラブ、2014 年 4 月～2016 年 3 月

※小学校 ～ 社会人
（8） B 級取得年度（西暦）

2014 年度取得の場合：2014

（9） B 級取得後の指導実績（チーム名、指導年代、成績等）

●●クラブ、Ｕ-14、●●大会優勝

※過去に遡り、最大 5 チーム分まで記載。
（10） 千葉県トレセン、県内地区トレセン・ブロックトレセンでの指導実績
（トレセン名称〔地域名・ブロック名含む〕、指導年代、指導期間、役割等）

（11） B 級取得後、千葉県内地区や各委員会における役割・活動
（県又は県内地区サッカー協会等）

千葉県 U-15 トレセン、
2014 年 4 月～2015 年 3 月、コーチ
●●市サッカー協会●種技術委員等

（12） JFA 公認 A 級コーチ U-15 取得後の活用計画及び受験理由
※ システムの仕様上、申し込み後の情報修正ができません。入力漏れや入力間違いがないよう、ご注意ください。

12. 募集期間
2018 年 11 月 7 日（水） ～ 12 月 16 日（日）
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13. 審査結果（合否通知）について
一次審査及び最終審査の審査結果（合否）は、次の期日を目途に、千葉県 FA ホームページ上に、合格者の「指導者登録番号」
を掲載しお知らせいたします。最終審査の詳細については、一次審査結果掲載後、KICKOFF ログイン後の、Message あなたへ
のメッセージエリアへ掲載通知いたします。詳細は、ホームページ掲載内容をご確認ください。
審査結果（合否）掲載予定日
内容

期日

備考

一次審査（書類審査）

2019 年 1 月 24 日（木）

千葉県 FA ホームページ掲載

最終審査

2019 年 3 月 14 日（木）

千葉県 FA ホームページ掲載

14. 推薦決定後の流れについて
最終審査合格者は、2019 年度 JFA 公認 A 級コーチ U-15 養成講習会受講予定者として、千葉県 FA より JFA へ推薦する。申
し込み方法（予定）については、次の通りとなります。
申し込み方法（予定）
（1） 2019 年 3 月初旬頃に、JFA ホームページに開催概要及び申込書が掲載されます。
（2） 推薦決定者は、JFA ホームページにて内容確認後、申込書データをダウンロードしてください。
（3） ダウンロード後、申込書に必要事項をご入力の上、指定宛先（千葉県 FA）までメールにてご提出ください。
（4） 千葉県 FA にて申込書確認後、JFA へ推薦者として申し込みいたします。
（5） JFA 技術委員会承認の後、2019 年 5 月開催予定の JFA 理事会にて承認後、受講者として確定いたします。決定後、JFA
より受講者へ、書類が送付されます。

15. その他・注意事項
 本トライアルは、JFA 公認 A 級コーチ U-15 養成講習会への推薦者を決定するものであり、JFA 公認 A 級コーチ U-15 養成講
習会の受講を確約するものではございません。推薦決定者は、千葉県 FA から JFA へ受講予定者として推薦いたします。尚、
合格後、受講者の決定は、JFA 技術委員会承認の後、2019 年 5 月開催予定の JFA 理事会にて承認後、受講が確定いたします。
 受験料については、最終審査当日に徴収いたします。
 KICKOFF マイページ基本情報の連絡先（ご住所・ご自宅電話番号・携帯電話番号・メールアドレス等）を必ず最新情報に更
新した上で、お申し込みをお願いいたします。また、直接お電話にてご連絡することもございます。必ず携帯電話番号のご登
録をお願いいたします。
 最終審査の詳細（日程・内容等）は合否掲載後、記載期日までに、通過した方の KICKOFF ログイン後の、Message あなたへ
のメッセージエリアへ掲載いたします。通知を確認後、各自資料ダウンロードの上、ご確認の程お願いいたします（掲載した
際に登録メールアドレス宛にお知らせいたします）。万一確認できない方については、お問い合わせ先までご連絡の程お願い
いたします。
 迷惑メールフォルダに振り分けられる可能性もございます。ご確認いただき、受信できていない場合は、お手数ですが、お問
い合わせ先までご連絡の程お願いいたします。
 事務連絡は、KICKOFF ログイン後の、Message あなたへのメッセージエリアへ通知・掲載いたします。但し、荒天時等のご
連絡については、前日又は当日に、担当者から電話又はメールにて直接ご連絡いたします。あらかじめご了承ください。
 申し込み時、入力欄へのご入力及び顏写真データのアップロードは必須となります。顔写真は、マイページでのアップロード
ではなく、該当講習会申し込み画面でのアップロードとなります、お間違いのないようご注意ください。
 不備、入力漏れがある場合は受付いたしかねます。
 トライアルに必要な、筆記用具、ノート、運動用具、飲料水等は各自ご持参ください。
 千葉県 FA では傷害保険をかけておりません。各自の責任において加入してください。
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 最終審査で使用する指導計画案雛形は、
千葉県 FA ホームページ内、
指導者育成委員会ページよりダウンロードしてください。
 申し込みの確定は、申し込みがシステム上で確認できた方から確定となります。確定のご連絡等はございません。例年、申し
込み手続きが途中のままとなり、お手続きが完了していない方が散見されます。お申し込みができているか不安な方は、お問
い合わせ先までご連絡の程お願いいたします。
 募集期間（締切日）が過ぎている場合は、如何なる理由でもお申し込みできません。
 施設駐車場は数に限りがございます。できる限り公共交通機関をご利用ください。尚、予備日会場の江戸川大学を使用する場
合について、お車でお越しの際は、裏門からご入場いただきますよう、お願いいたします。
 満車の場合、駐車できないこともございます。あらかじめご了承ください。
 会場への直接のお問い合わせは、絶対におやめください。
 最終審査当日、受付がお済みでない方には、担当よりご連絡をすることがございます。

16. 個人情報のお取り扱いに関する同意について
千葉県 FA は申し込み時の個人情報について、次の目的において使用いたします。また、目的以外に使用しないことを徹底し、
厳正なる管理のもとに保管いたします。法律で定められている場合を除き、申し込み内容を、申し込み者の同意を得ずに、第三
者に開示・提供を行うことはいたしません。尚、申し込みをした時点で、次の使用目的に同意したものとみなします。
◼

使用目的

（1） 講習会運営、事務連絡
（2） 主催者が作成する申し込み者名簿への掲載及び申し込み者への配布
（3） 合否通知時のホームページ掲載
（4） JFA への報告・諸連絡
（5） 指導者情報等の案内
（6） 前各号所定の事項に付随関連する事項の場合

17. お問い合わせ先
＜講習会内容に関するお問い合わせ＞
公益社団法人千葉県サッカー協会

事務局

TEL：043-310-4888（平日 9:00 ～ 17:30）

＜JFA-ID 取得、KICKOFF システム操作、申し込み方法に関するお問い合わせ＞
JFA 登録サービスデスク TEL：050-2018-1990（平日 10:00 ～ 20:00、土曜日 10:00 ～ 17:00）
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