
平成２8 年度神奈川県公認指導者研修会 （C 級リフレッシュ研修会）D コース 開催要項 

（イングランド FA 講師による指導実践デモ・実技解説 等） 

1．主 催  （公財）日本サッカー協会  

2．主 管  （一社）神奈川県サッカー協会 

3．受講対象  JFA 公認 C 級、フットサル C 級コーチで JFAID の取得・資格情報の紐付がお済の方。また、資格有 

効期間内（資格失効中の方は復活申請期間内）の方。 

4．日 程   平成２8 年 7 月 23 日（土） （受付）16：45～17：15 

       （実技）17：15～18：45  （講義）19：00～20：30 予定  

       ※スケジュールは若干前後する可能性もございます。予めご了承ください。 

5．会 場 及川球技場（厚木市） グラウンド・会議室   ※会場案内図・注意事項を必ずご確認下さい 

         〒243-0212 神奈川県厚木市及川 1-17-1  ※会場へのお問合せはご遠慮下さい 

（集合・受付場所は 14．会場案内図・注意事項をご確認下さい）  

 6．講 師   ポール・ニアリー氏（イングランド FA メンター） ※詳細は 16．経歴書 参照 

7．定  員   40 名 （※申込先着順） 

8．参加料   ４，０００円（要事前支払、詳細下記参照） 

9．ポイントについて   本研修会のリフレッシュポイントは 10 ポイント です。 

10．内 容   実技：厚木モデル地区トレセン U-12 の選手に対し、講師が指導を行ないます。 

            ※実技テーマは「ポゼッション」の予定です 

 ※受講生は実技見学となります 

         講義：実技の解説、ディスカッション 等 

11．申込・締切 ※下記のとおり KICKOFF からのお申込、支払手続きが必須となります。 

※KICKOFF 申込期間 6 月 22 日（水）～7 月 13 日（水） 

①KICKOFF へログイン ※申込には JFAID の取得、資格情報の紐付が必要となります。 

※JFAID 取得、紐付に関するお問い合わせは JFA 登録サービスデスクへお願いします。 電話：050-2018-1990 （平日 10:00～20:00） 

※JFAID を取得済の方は新たに取得する必要ございません。                                                    （土曜 10:00～17:00） 

  ②講習会・研修会申込画面で技能区分を下記のとおり選択し、主催協会を「神奈川県サッカー協会」、研修会区分 

「リフレッシュ研修会」を選択し検索ボタンをクリック 

・【サッカー指導者資格のみ保持している方】は「サッカー指導者」の技能区分を選択 

・【サッカー、フットサル指導者資格両方を保持している方】はポイント付与を希望する技能区分どちらか「サッ 

カー指導者」or「フットサル指導者」を選択 

  ③「平成 28 年度神奈川県公認指導者リフレッシュ研修会 D コース＠及川」へ申込む 

  ④申込時に選択した支払い方法により、表示された期日までに支払を行う。 

   ※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下さい。 

   ※受講料のお支払がシステム上で確認できた方から受講確定となります。受講確定の連絡などはございませんのでご了承下さい。 

   ※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致します。  

※受講料の支払期限が過ぎてしまった場合、再度お申込みが必要です。その際、講習会が定員に達している又は募集期間を過ぎ 

ている場合はお申込できませんので予めご了承ください。 

      ※受講料お支払後のキャンセルによる返金には応じられませんので予めご了承下さい。 

      ※「KICK-OFF」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、主催者側でキャンセル致しますの 

で、予めご了承ください。 

12．持ち物  ・筆記用具 等  

13．その他   ・本研修会は厚木地区トレセン関係者も受講しておりますので予めご了承下さい。 

・遅刻、途中退席などはリフレッシュポイントが付与されませんのでご注意下さい。 



        ・受講決定通知は省略させていただきますので申込、お支払後そのまま当日ご参加下さい。 

        ・自然災害等で開催困難な場合は当日 13 時に県サッカー協会 Facebook に情報を掲載いたします。 

Facebook に登録されていない方でも県サッカー協会 HP のトップ画面よりご覧いただけます。 

14．会場案内図・注意事項     

【アクセス】  ≪電車・バス・タクシーをご利用の方≫ 

          小田急線本厚木駅から、バスで約 30 分。 

厚木バスセンター2 番乗り場から、松蓮寺行き、1 番乗り場から半原行き、上荻野車庫前行き、まつかげ台 

行き又は鳶尾団地行きに乗車、「松蓮寺」下車徒歩約 5 分。 

≪車をご利用の方≫ 

東名厚木インターから車で約 30 分。駐車場 102 台 

【注意事項】 ※路上駐車や近隣商業施設等への駐車は絶対にお止め下さい。 

※施設駐車場は数に限りがございます。満車の場合は駐車出来ない場合もございますので予めご了承下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．問い合わせ先 （一社）神奈川県サッカー協会  指導者養成担当事務局 佐々木 TEL：0466-46-5602 

16．経歴書 

PAUL NEARY（ポール・ニアリー氏）経歴書 

 
選手経歴（1991年～2012年） 

幼少より学校チームと地域のクラブチームでプレー。Smiths Crisps サッカースキルチャレンジの北西部代表

に選出され、準決勝をマンチェスターユナイテッドトレーニンググランドで、決勝ではウェンブリーでプレー

し、その後１４歳でBolton Wanderers FC ユースアカデミーで、Jim Dewsnip氏とトップチーム監督のPhil Neal
氏に指導を受ける。 その後、マンチェスターユナイテッドユースアカデミーに入りDave Bushell氏とAlex 
Ferguson監督より指導を受けるが、重傷を負う。１年半のリハビリ後、RAF（英国空軍）に入隊。その後RAF
チームの代表となり、RAF杯３度、リーグ制覇５度、リーグカップ４度とインターサービスカップをプレーヤ

ーマネージャーとして優勝。 

2007 – 2012 RAF Marham FC 
2005 – 2007 RAF Akotiri FC, Cyprus 
2003 – 2005 RAF Digby FC 
1996 – 2003 RAF Leeming FC, RAF U25, North Yorkshire Combined Services 
1993 – 1995 Manchester United FC Youth Academy, Lancashire FA, Blackpool FC 
1991 – 1993 Bolton Wanderers FC Youth Academy 

及川球技場 
受付 

駐車場 



英国空軍航空兵（1996年-2012年） 

英国空軍で多岐にわたる職務経験を通して、多くのパーソナルスキルを培う。強いリーダーシップ、効果的な

コミュニケーションスキル、高い組織力は軍隊でのあらゆる局面で起こる様々な課題／問題に対処する上で非

常に重要なもので、その経験の中で培ったものが現在の職務とコーチングセッションに活かしています。応急

処置のインストラクター、職場での安全衛生（HSAW）、リスク評価、非言語コミュニケーション、積極性、

成人への教育、ストレスとパブリックスピーキングへの理解と管理を経験しています。 

 

指導者経歴（2012年～現在） 

試合の想定シナリオや条件、シーズン前・シーズン後のパフォーマンスの目標に合わせて、戦術、テクニック、

フィジカル、心理、ソーシャル面を強化すべくトレーニングを計画し実施しています。ケンブリッジユナイテ

ッドアカデミーコーチ（U9-11）とマンチェスターユナイテッドサッカースクールのヘッドコーチ(U7-16)とし

て、北欧、アジア、中東及びイギリス国内で、グラスルーツからプロレベルまで様々な年代を指導しています。

それらの経験から、イングランドFAでのコーチメンターやコーチチューターへの道が開かれました。 

 

ケンブリッジユナイテッドアカデミー、2015年8月～現在 

・ クラブのプレーモデルに沿った育成年代のコーチング及び管理 

・ 全ての選手が個人の目標を達成できるようなトレーニングの計画及び実施 

・ トレーニングや試合において、各選手の課題に対しての評価及び成長の報告 

マンチェスターユナイテッドサッカースクール、2014年5月～現在 

・ 育成年代及びユース年代を対象にしたトレーニングキャンプでのコーチの監督、指導、 

コーチングプログラムの計画、実施、評価 

・ テクニカル概要に合わせた4v4、8v8、11v11などのミニゲーム／ゲームの実施 

・ クラブ哲学を理解した上でのサッカーキャンプのディレクター、スタッフ及び保護者との 

コミュニケーション 

FAコーチメンター、2014年2月～現在 

・ イングランドのゲーム哲学（イングランドDNA及びFA Future Game）をベースとしたグラスルーツから

セミプロクラブ、プロクラブまでのコーチ育成とサポート。 

・ コーチのFA Future Gameの概念を実際のトレーニングに適した形で反映させるサポート 

・ より良いコーチングができるようサポートすることで、試合でのパフォーマンスを向上させる 

・ 年代に合ったテクニック面での選手育成。（基礎年代8-11歳、ユース育成年代12-16歳、 

プロフェッショナル育成年代17-21歳） 

FAインストラクター、2014年2月～現在 

・ FAメディカルチームの一員として、FA主催のワークショップを実施 

・ delivering Emergency First Aid to FA Level 1受講者、グラスルーツクラブ、FAライセンスの更新及び 

再取得者への緊急応急処置の講師  ノリッチシティレディースFC、2012年4月～2014年12月 

・ テクニック面及び戦術面を重視したコーチングシーズンプログラムの計画及び実施とアカデミースタッ

フのサポート 

・ イングランドFAの４コーナーモデルに則った選手育成の評価 

・ シーズンを通して、選手の評価をまとめと定期的な選手評価の管理 

資格 

■UEFA B （2015年5月7日）   ■FA BFAS （2014年6月24日） 

■FA YOUTH AWARD （2015年4月8日） ■FA TUTOR -achieved （2013年7月28日） 

■FA MENTOR（2014年7月19日）  ■FA Futsal Level 1（2012年12月8日） 


