2018 年度公益社団法人千葉県サッカー協会
【第 2 回】コーチ研修会
開催要項
1.

目的
県内サッカー指導者の資質向上を図り、地区のリーダーを育成するとともに、指導実践を通して、指導力を高めることを目的
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「当協会」という。）

4.

指導者育成委員会

日程
2018 年 8 月 5 日（日）

9:00 ～ 14:00 予定

時間

内容

9:00

～

9:10

～

10:00

講義・実技

10:15

～

13:30

指導実践

※雨天決行

受付（受付場所：グラウンド脇にお集まりください。
）

※ 上記時間は予定となります。天候・受講者人数・進行状況等の諸事情により前後することもございます。あらかじめご了承ください。
※ 第 3 回については、詳細が決定次第、当協会ホームページへ掲載いたします。

5.

会場
習志野市立習志野高等学校（習志野市東習志野 1-2-1）

6.

受講・申込要件
「KICKOFF」より「JFA-ID」を取得の後、保有資格登録を行っていただいた上で（登録がお済の方は不要）
、次の要件をすべ
て満たしていること。

（1） 公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という。
）公認 C 級コーチ、B 級コーチ、Ａ級コーチＵ-12 又はＡ級コーチ
Ｕ-15 の資格を保有していること。
（2） 当協会登録（所属）チームにて指導している指導者であること。
（3） 2019 年 3 月 31 日時点で、満 22 歳以上であること。
（4） 保有資格が有効（有効期間内）であること。又は、資格失効中（有効期間外）で、復活申請期間中であること。
※ 「JFA-ID」の取得は必須となります。尚、既に「JFA-ID」を取得済みの方は、新たに取得する必要はございません。

7.

リフレッシュポイント（以下「ポイント」という。）

※JFA 公認 C 級コーチ保有者のみ対象

5 ポイント
※ 申込時、JFA 公認 C 級コーチ（以下「C 級」という。
）の資格を保有（有効期間内・復活申請期間中）し、かつ保有資格登録を行いお申
込頂いた方が対象。申込時点で資格が有効（又は復活申請期間中）でない場合は、ポイント付与できませんのであらかじめご了承くださ
い。また、保有資格登録を行わずお申込頂いた場合も同様にポイント付与できませんのであらかじめご了承ください。
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8.

受講料
2,000 円
※ 交通費・飲食費等は自己負担となります。
※ 受講料支払（申込完了）後、キャンセル、又は当日欠席をされた場合、受講料はご返金いたしかねます。あらかじめご了
承ください。

9.

申込・支払方法
「KICKOFF」より「JFA-ID」を取得の後、保有資格登録を行い（登録がお済の方は不要）、下表の該当する講習会へ、下表記
載の入力欄項目について、コメント入力欄にご入力の上、お申込ください。お支払手続きまでお済ませ頂き、システム上でお支
払いの確認ができた方から受講確定となります。

JFA 公認 C 級コーチ保有者の方
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

リフレッシュ研修会

講習会・研修会番号

012R10001251-001

講習会・研修会名

＜千葉県所属指導者限定＞コーチ研修会【第 2 回／C 級】＠習志野高（習志野市）

JFA 公認 B 級コーチ、A 級コーチ U-12 又は A 級コーチ U-15 保有者の方
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

012R10001251-002

講習会・研修会名

＜千葉県所属指導者限定＞コーチ研修会【第 2 回／B 級・Ａ級Ｕ-12・Ｕ-15】＠習志野高（習志野市）

入力欄項目へのご入力（必須）について
 「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。下の項目について、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。
入力項目
（1） 所属（指導）チーム名
（2） 所属チーム種別

10. 募集期間
2018 年 5 月 16 日（水）～ 7 月 12 日（木）

11. 募集人数
30 名（先着順）
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12. 内容について
 本研修会は、
「2019 年度 JFA 公認 B 級コーチ養成講習会」または「2019 年度 JFA 公認 A 級コーチジェネラル養成講習会」受
講希望者向けの研修会となります。
 指導実践と実技を通して、テーマのねらいをとらえ、指導力を高めることを目的としております。
※ 本年度、JFA 公認 A 級コーチジェネラル及び JFA 公認 B 級コーチ養成講習会千葉県トライアルの受講を予定している者が
本研修会を受講していた場合、一次審査（書類審査）時の参考とする。

13. 指導実践のテーマ
（1） 守備のチャレンジ＆カバー
（2） 前線の崩し

14. 指導計画案の作成について（作成方法・注意事項等）
 「13.指導実践のテーマ：
（1）及び（2）
」の 2 つのテーマについて指導計画案を作成してください。
 計画案は、各テーマ 5 部ずつ（計 10 部）印刷の上、当日インストラクターへご提出ください。
 各テーマの担当者 2～4 人が約 15 分指導実践を行い、その後協議する。
 指導実践は「5 対 5＋GK」
、又は「6 対 6＋GK」の「ゲーム」を実施いたします。
 一人の時間は 15 分程度。指導実践で使用できるコートの広さはピッチ半面となります。
 受講者はプレイヤーとして実技を行う。
※ 指導計画案雛形は、当協会ホームページ内指導者育成委員会のページよりダウンロードしてください。

15. 持参物
指導計画案、筆記用具、ノート、運動用具（ボール、スパイク（又はトレーニングシューズ）､練習着等）
、飲料水等

16. その他・注意事項
 受講料支払（申込完了）後、キャンセル、又は当日欠席をされた場合、受講料はご返金いたしかねます。あらかじめご了承く
ださい。
 講習会開始後、途中辞退をした場合は受講料のご返金、及びポイントの付与はいたしません。あらかじめご了承ください。
 お申込は先着順となります。定員に達し次第、締切いたしますのであらかじめご了承ください。また締切日を過ぎての受付は
できません。
 「KICKOFF」にて、お申込みが中断状態となり、未払いの状況が 7 日間を過ぎた場合はキャンセル扱いといたします。あら
かじめご了承ください。
 申込後、他の講習会への移行はできません。
 受講確定は、受講料のお支払いがシステム上で確認できた方から確定となります。受講確定のご連絡等はございませんのでご
注意ください。
 お支払手続きの不備等でお支払いが完了してない場合、受講できませんのでご注意願います。
 受講料等お支払い時の振込手数料等は、各自でご負担をお願いいたします。
 受講料のお支払期限が過ぎてしまった場合、再度お申込みいただくこととなります。その際、講習会が定員に達している、又
は募集期間が過ぎている場合はお申込できませんのであらかじめご了承ください。
 本研修会は「C 級」のリフレッシュ研修会を兼ねております。
「B 級コーチ、Ａ級コーチＵ-12 及びＡ級コーチＵ-15」はポイ
ント付与対象外となりますのでご注意ください。尚、申込時に資格が有効期間内でない場合（復活申請期間は除く）は、ポイ
ント付与対象外となりますのであらかじめご了承ください。
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 本研修会は 2019 年度 JFA 公認 A 級コーチジェネラル養成講習会受講希望者も受講可能です。但し、ポイントは付与されませ
んのでご注意ください。
 当協会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。
 指導計画案雛形は、当協会ホームページ内指導者育成委員会のページよりダウンロードしてください。
 実技がございますので、体調を整えて受講してください。尚、怪我等で実技のできない方は受付できません。
 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。
 施設駐車場は数に限りがございます。出来る限り公共交通機関をご利用ください。
 施設駐車場が満車の場合、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。
 お車でお越しの方は、周辺のコインパーキングをご利用頂きます様、ご協力のほどお願いいたします。
 会場への直接のご連絡は絶対にお止めください。
 当協会では、領収書の発行は致しかねます。
「KICKOFF」マイページの「支払・配送状況確認」よりお支払いの明細書は出力
可能です。
 応募数が 10 名に満たない場合は、開催中止となる場合がございます。開催中止の場合は、7 月 20 日迄に「KICKOFF」ログ
イン後の「Message あなたへのメッセージ」エリアへの通知、及び登録メールアドレスにご連絡いたします。

17. お問合せ先
＜講習会内容に関するお問合せ＞
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、申込方法に関するお問合せ＞
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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