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2018年度公益財団法人日本サッカー協会公認 D級コーチ養成講習会 

開催要項 

 

 

1. 主催/共催 

公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という。） / 公益社団法人千葉県サッカー協会 

 

2. 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。） 指導者育成委員会 

 

3. 日程・内容 

2018 年 11 月 10 日（土）・11 月 11 日（日） 各日 9:00 ～ 17:00 予定 ※雨天決行 
 

講習会内容（予定） 

＜講義＞開講式、ガイダンス・理念（30 分）、発育発達・育成の全体像（45 分）、コーチング（90 分）、メディカル（45 分）、 

審判・ルール（45 分）、大人の関わり（60 分）、実技振り返り（60 分）、筆記テスト、閉講式・ガイダンス等 

＜実技＞ゲーム（60 分）、トレーニングの紹介「テクニック」（60 分）、サンプル「複合練習」（75 分）、シュート（60 分） 

※ 上記時間は予定となります。天候、受講者人数、講習会の進行状況等の諸事情により、カリキュラムの変更や時間が前後

することもございます。あらかじめご了承ください。 

 

4. 会場 

【講義・実技】成田市 下総運動公園 公民館 大会議室・運動広場（成田市高岡 1435） 

【雨天時実技】成田市 滑河運動施設 体育館（旧成田市立滑河小学校〔成田市滑川 1142〕） 

 

5. 開講式 

2018 年 11 月 10 日（土）9:00 ～（受付 8:50 ～、場所：下総運動公園 公民館 大会議室） 

※ 雨天の場合も、初日の受付は「下総運動公園 公民館 大会議室」となります。 

 

6. 受講・申込要件 

「KICKOFF」より「JFA-ID」を取得頂いた上で、新規取得者は次の（1）・（2）を、キッズリーダー任意登録者（指導者登録

番号が付与されている方）は次の（1）から（3）の要件をすべて満たしていること。 

※ 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「JFA-ID」を取得済みの方は、再度、取得の必要はございません。 

（1） 2018 年 3 月 31 日現在、満 18 歳以上の方 

（2） 全日程責任をもって受講できる方 

（3） 資格有効期間内で且つ「JFA-ID」の取得と保有資格登録がお済の方 

 

  

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

 

新規に指導者資格を取得される方 

19,500 円（内訳：JFA 指導者年間登録料 3,000 円･JFA 受講料 1,036 円･教材費 5,140 円･当協会受講料 10,324 円） 

キッズリーダー任意登録者（JFA指導者年間登録料をお支払頂いている方） 

16,500 円（内訳：JFA 受講料 1,036 円･教材費 5,140 円･当協会受講料 10,324 円） 

※ 交通費・飲食費等は自己負担となります。 

※ 新規取得の方について、「JFA 指導者年間登録料」は講習会合格後にお支払い頂きます（申込時受講料支払額：16,500 円、

合格後 JFA 指導者年間登録料支払額：3,000 円）。 

 

8. 取得資格 

本講習会の指導科目を履修し、所定の資格検定審査に合格した方は、JFA 公認 D 級コーチに認定する。 

 

9. 認定方法 

筆記試験・技能の総合判定とする。 

 

10. JFA 指導者年間登録料 

合格後、「KICKOFF」ログイン後の「Message あなたへのメッセージ」エリアに、修了通知が送信されます。通知を確認後、

手順に従い、JFA 指導者年間登録料をお支払いください。尚、昇級の方は不要となります。 

 

11. 申込・支払方法 

「KICKOFF」より「JFA-ID」を取得の後、下表の該当する講習会へお申込ください。お申込の際は、「所属（指導）チーム名・

種別」をコメント入力欄にご入力ください。お支払手続きまでお済ませ頂き、システム上でお支払いが確認できた方から受講確

定となります。 

 

新規に指導者資格を取得される方 

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 指導者養成講習会 

講習会・研修会番号 012R10001364-001 

講習会・研修会名 【新規】JFA 公認 D 級コーチ養成講習会＠下総運動公園（成田市） 

キッズリーダー任意登録者 

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 昇級講習会 

講習会・研修会番号 012R10001364-002 

講習会・研修会名 【昇級】JFA 公認 D 級コーチ養成講習会＠下総運動公園（成田市） 
 

  

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login
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入力欄項目へのご入力について 

 「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。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。 

入力項目 

（1） 所属（指導）チーム名 

（2） 所属（指導）チーム種別 

 

12. 募集期間 

2018 年 9 月 8 日（土）～ 2018 年 10 月 18 日（木） 

 

13. 募集人数 

35 名（先着順） 

 

14. 持参物 

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、室内シューズ、練習着等）、昼食、飲料水等 

 

15. その他・注意事項 

 新規取得の方について、「JFA 指導者年間登録料」は講習会合格後にお支払い頂きます（申込時受講料支払額：16,500 円、合

格後 JFA 指導者年間登録料支払額：3,000 円）。 

 受講料支払（申込完了）後、キャンセル又は当日（初日）欠席をされた場合、事務手数料 1,000 円を差し引いた 15,500 円を

ご返金いたします（別途、書類をご送付いたします）。 

 講習会開始後、途中辞退をした場合は、受講料の御返金は致しません。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。あらかじめご了承ください。 

 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。 

 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。 

 初日、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。 

 施設駐車場は数に限りがございますのでご注意ください。 

 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。 

 会場への直接のご連絡は絶対におやめください。 

 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。 
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 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、10 月 26 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。 

 

16. 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） 


