
2018 年度公益財団法人日本サッカー協会公認 A級コーチU-12 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 

 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・育成を図るとともに、2018 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-12 養成

講習会への推薦者を選考する。 

 

2. 主催 

公益社団法人千葉県サッカー協会（以下「千葉県 FA」という。） 

 

3. 主管 

公益社団法人千葉県サッカー協会 指導者育成委員会、同技術委員会 

 

4. 推薦枠 

1 名（予定） 

 

5. 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頂いた上で、下の要件をすべて満たしていること。 

（1） JFA 公認 B 級コーチ以上の資格を有し、指導者資格有効期間内であること。 

※申込時点で資格が有効期間外（復活申請期間含む）の方は受講・申込不可となります。 

（2） 千葉県 FA 登録（所属）クラブ・チームにおいて「3 年以上」指導し、現在も千葉県 FA 登録（所属）クラブ・チーム

において指導をしていること。 

（3） U-12 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-12 養成講習会全日程への受講参加が可能であること。 

※年間に宿泊を伴う講習会が 3 回（前期・中期・後期）、ならびにインターンシップがございます。 

 

6. 選考方法 

（1） 一次審査：書類審査 

選考委員会にて以下の項目から総合的に審査し、通過者を決定いたします。 

 

一次審査審査項目 

（1） 千葉県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-12 取得後の活用計画。 

 

 

 

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login


（2） 最終審査：指導実践 

指導実践の成績、ならびにモデル地区トレセン実施予定地域等をもとに総合的に審査し、推薦者を決定いたします。 

 

指導実践評価項目（一部抜粋） 

（1） コーチらしさと全体的マナー 

（2） オーガナイズ 

（3） 分析力 

（4） コーチングスキル 

（5） コミュニケーションスキル 等 

 

7. 日程 

（1） 申込締切 ：2017 年 12 月 19 日（火） 

（2） 一次審査 ：2018 年 01 月上旬 

（3） 最終審査 ：2018 年 02 月 17 日（土）09：00～11：00（受付 08：45～）） ※雨天決行。 

      【変更前】予備日：02 月 25 日（日） → 【変更後】予備日：02 月 22 日（木）17：00～ 

（4） 推薦者決定：2018 年 03 月中旬頃予定 

 

8. 最終審査会場 

【変更前】江戸川大学（流山市駒木 474） → 【変更後】習志野市立習志野高等学校（習志野市東習志野 1-2-1） 

※ 江戸川大学が改修工事の為、上記の通り会場を変更させていただきます。また、予備日の日程・会場についても変更させ

ていただいております。受講者の皆さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。 

 

9. 指導実践テーマ（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 1vs1（オン＆オフ） 

（4） 守備のチャレンジ＆カバー 

（5） ポゼッション 

（6） ビルドアップ（自陣） 

 

10. 受講料 

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-12 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。 

 

11. 募集期間 

2017 年 09 月 27 日（水） ～ 12 月 19 日（火） 

 

 

 



12. 申込方法 

 「KICKOFF」より「JFA-ID」を取得の後、保有資格登録を行い、下の該当する講習会へ、下表の項目について、コメント

入力欄へのご入力と、顔写真データのアップロードを行いお申込ください。コメント欄へのご入力と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、申込の受付をいたしかねますのであらかじめご了承ください。 

 

申込講習会情報：検索項目を下の項目のみ選択の上、講習会を検索してください。 

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 012R10001005-001 

講習会・研修会名 2018 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@江戸川大（流山市） 
 

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もの） 

※ 申込手続き途中にアップロード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（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。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 年、3 月 

（4） 勤務先名 ●●株式会社 

（5） 現指導チーム名、種別、指導期間 ●●クラブ、3 種、2014 年 4 月～2016 年 11 月 

（6） 指導歴（チーム名、種別、指導期間） 

※過去に遡り、最大 5 チーム分まで記載 
●●クラブ、3 種、2014 年 4 月～2016 年 11 月 

（7） 競技歴（チーム名、所属期間） 

※小学校～社会人 
●●クラブ、2014 年 4 月～2016 年 3 月 

（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、カテゴリー・種別、県・地域・全国大会成績） 

※過去に遡り最大 5 チーム分まで記載 
●●クラブ、3 種・Ｕ-14、●●大会優勝 

（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 

（カテゴリー（地域名・ブロック名含む）、指導期間、役割等） 
千葉県 U-15、2014 年 4 月～2015 年 3 月、コーチ 

（11） B 級取得後の千葉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・活動 
●●市サッカー協会●種技術委員等 

（12） モデル地区トレセン実施予定地域 ●●市 

（13） A 級コーチ U-12 取得後の活用計画について  

（14） 受講理由  

※ システムの仕様上、申込み後の情報修正ができません。入力漏れ、入力間違い等がない様ご注意ください。 

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login


13. 合否通知（審査結果）について 

 各審査の合否は、下表の期日を目途に、当協会ホームページへ掲載いたします。掲載は、合格者の「指導者登録番号」を掲

載いたします（不合格者の方の番号は掲載いたしません）。尚、最終審査の詳細は、「KICKOFF」ログイン後の「MESSAGE」

エリアへ掲載いたします。詳細は、ホームページ掲載内容をご確認ください。 

※ 合格後、JFA への申込書類は、「KICKOFF」ログイン後の「MESSAGE」エリアへ掲載いたします。 

 

合否掲載予定日 

一次審査 2018 年 01 月 25 日（木） 

最終審査 2018 年 03 月 15 日（木） 

 

14. 推薦者について 

 最終審査合格者は 2018 年度 JFA 公認 A 級コーチ U-12 養成講習会受講者として、千葉県 FA より JFA へ推薦する。 

※ 合格後、JFA への申込書類は、「KICKOFF」ログイン後の「MESSAGE」エリアへ掲載いたします。 

 

15. その他・注意事項 

 本トライアルは「JFA 公認 A 級コーチ U-12 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-12

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 へ受講者として推薦いたします。

尚、受講者の決定は、JFA 技術委員会承認ののち、2018 年 5 月開催予定の JFA 理事会にて受講が確定いたします。 

 受講料については、最終審査当日に現金徴収いたします。 

 「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ので、携帯番号のご

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、指定期日までに、通過者の方の「KICKOFF」ログイン後の「MESSAGE」

エリアへ掲載いたします。通知確認後、各自ダウンロードの上、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、下記、お問合せ先までご連絡ください。 

 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

下記問合せ先までお問い合わせください。 

 事務連絡は全て「KICKOFF」ログイン後の「MESSAGE」エリアへ掲載いたします。あらかじめご了承ください。 

 申込時、入力欄へのご入力、ならびに顏写真データのアップロードについては必須となります。マイページでのアップ

ロードではなく、該当講習会申込画面でのアップロードとなりますので、お間違いのない様ご注意ください。 

 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。 

 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。 

 最終審査で使用する指導計画案雛形は、当協会指導者育成委員会ホームページよりダウンロードしてください。 

 募集期間（締切日）が過ぎている場合は、いかなる理由でもお申込できません。 

 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。尚、お車でお越しの際は、裏門から

ご入場いただきます様お願いいたします。 

 満車の場合、駐車できないこともございますのであらかじめご了承ください。 

 会場への直接のご連絡は絶対にお止めください。 

 

 



16. プライバシーポリシーへの同意について 

 千葉県 FA は申込時の個人情報について、以下の目的に於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、本申込書の内容を、申込者の同意を得ずに第三者

に開示・提供等を行うことはいたしません。尚、申込をした時点で、下記、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） 主催者が作成する受講者名簿への掲載、及び受講者への配布 

（3） 受講決定時、及び合否通知時、ならびに各審査詳細連絡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. 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、KICK-OFF 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） 


