
平成 30 年度（公財）日本サッカー協会 

公認Ｃ級コーチ養成講習会<D コース> 開催要項 

 

 
１．目 的  サッカーの基本的な（主な対象は 12 歳以下）指導ができる人材を養成することを目的とする 

 

２．主 催  （公財）日本サッカー協会、（公財）日本スポーツ協会 

 

３．共 催  （一社）神奈川県サッカー協会 

 

４．日 程  平成 31 年 1 月 12 日（土）・13 日（日）・14 日（月祝）・19 日（土）・20 日（日）、27 日（日）  

2 月 23 日（土）・24 日(日)、3 月 9 日(土)・17 日(日)   

予備日：3 月 10 日（日）・16 日（土）・23 日(土)・30 日(土) 
 ※詳細はスケジュール表（案）をご確認下さい。 

       ※雪等により予備日へ変更となる可能性もございます。予めご了承下さい。 

 

５．募集人数   32 名 

 

６．受講資格  下記（1）～（４）の条件を満たす者 

（１） 平成 30 年 4 月 1 日現在、満 18 歳以上の者 

（２） 日本サッカー協会（神奈川県）登録チームの指導者及びこれから指導者になろうとする者 

（３） 講習日程に従って全日程受講可能な者（遅刻・欠席一切不可・実技ができる者）   

（４） JFAID を取得済みの方（キッズリーダー任意登録者・D 級の方は資格有効期間内で保有資格情報

の紐付がお済の方） 

※JFAID 未取得の方は下記 URL より KICKOFF サイトへアクセスし取得して下さい 

◆KICKOFF URL⇒https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login 
             ※JFAID 取得、保有資格情報の紐付に関するお問合せ  

JFA 登録サービスデスク 050-2018-1990（平日 10：00～20：00 土曜 10:00～17:00） 

 

７．受 講 料   ■新規資格取得者 51,942 円  
内訳（JFA 受講料 2,062 円、教材費 11,880 円、JFA 指導者年間登録料 5,000 円、KFA 受講料 33,000 円） 

※ JFA 指導者登録料は合格後に各自でお支払いただきます。 

※ 教材（11,880 円）は購入必須となります。 

■D 級保有者・キッズリーダー任意登録者 46,942 円 
内訳（JFA 受講料 2,062 円、教材費 11,880 円、KFA 受講料 33,000 円） 

※ 教材（11,880 円）は購入必須となります。      

 

８．講習会場  講義：横須賀市立大楠中学校 （神奈川県横須賀市芦名 1-2-1） 

           実技：三浦学苑高校佐島なぎさの丘グラウンド （神奈川県横須賀市佐島の丘１−１−１） 
             ※会場へのお問合せはご遠慮願います。   

 

９．申込方法 提出書類に必要事項を記入し、締め切りまでに申込み先に郵送してください。 

          【提出書類】 ・参加申込用紙１通 

             締め切り後、（一社）神奈川県サッカー協会技術部会で選考を行い、10 日以内を目安に受講可否を 

送付いたします。なお、応募多数の場合受講資格(2)の方を優先とし、書類に不備不足がある場合に

は選考対象となりませんのでご注意ください。 

 

１０．締め切り   平成 30 年 12 月 17 日（月）必着  

 

１１．内 容   講義 14 コマ／実 技 10 コマ／指導の実践 2 回／筆記試験/通信教育/その他（実技の振返り等） 

             ※講義・実技の内容につきましてはスケジュール表（案）をご確認下さい。 

判定方法 ： 筆記試験・実技・指導実践・通信教育の総合判定 

 

１２．そ の 他  ●実技は大変ハードです。十分なトレーニングを行なってからご参加ください。本講習会は全員に対し 

保険に加入いたしますが、それ以上の責任は負いかねます。ご自身での体調管理をお願いします。 

 

１３．お申込み   〒252-0804 藤沢市湘南台 1-6-7 小宮ビル 4Ｆ     TEL 0466-46-5602 

問い合わせ   （一社）神奈川県サッカー協会事務局  C 級コーチ養成講習会 D コース担当   



(11月27日現在）

日付 時間 講習内容

13:00 受付

13:30-13:50 開講式 開講式

13:50-14:20 自己紹介

14:20-15:10 講義① ガイダンス

15:10-16:00 講義② コーチング法Ⅰ

16:00-16:50 講義③ コーチング法Ⅱ

16:00-17:30 実技① ゲームとコーディネーション

17:30-19:00 実技② 観る

19:00-19:30 実技振り返り

12:30-13:20 講義④ 技術・戦術論Ⅰ

13:30-14:20 講義⑤ 技術・戦術論Ⅱ

14:30-15:20 講義⑥ ゴールキーパー

16:00-17:30 実技③ ゴールキーパー

17:30-19:00 実技④ ボールフィーリング＆ドリブル

19:00-19:30 実技振り返り

14:00-14:50 講義⑦ 技術・戦術論Ⅲ

15:00-15:50 講義⑧ 発育発達

16:00-16:50 講義⑨ メディカル

17:00-17:50 講義⑩ 審判

12:30-13:20 講義⑪ 指導者の役割Ⅰ

13:30-14:20 講義⑫ 指導者の役割Ⅱ

14:30-15:20 講義⑬ 指導実践ガイダンス＋評価

16:00-17:30 実技⑤ パス＆コントロール

17:30-19:00 実技⑥ シュート

19:00-19:30 実技振り返り

2月23日(土)
三浦学苑高校
佐島なぎさの丘

グラウンド
人工芝グラウンド 9:00-13:00 実践① 指導実践①受講生＋学生　TR1

13:30-14:20 講義⑭ 実技のまとめ

14:30-15:20 講義⑭ 指導実践ガイダンス②

16:00-17:30 実技⑦ 守備①守備のテクニック

17:30-19:00 実技⑧ 守備②ボールを奪う

19:00-19:30 実技振り返り

17:00-18:30 実技⑨ 攻撃①ポゼッション

18:30-20:00 実技⑩ 攻撃②ゴールを目指す

20:00-20:30 実技振り返り

三浦学苑高校
佐島なぎさの丘

グラウンド
人工芝グラウンド 9:00-13:00 実践② 指導実践②子供をゲームで指導

14:30-15:30 筆記試験

15:40-16:30 閉講ガイダンス

＊予備日：3月10日（日）　　3月16日（土）　　3月23日（土）　　3月30日（土）

2018年度　神奈川県　Ｃ級コーチ養成講習会Dコース(横須賀）

1月12日(土)
横須賀市立
大楠中学校

２F視聴覚室

1月13日(日)
三浦学苑高校
佐島なぎさの丘

グラウンド
人工芝グラウンド

1月19日(土)

横須賀市立
大楠中学校

２F視聴覚室

三浦学苑高校
佐島なぎさの丘

グラウンド
人工芝グラウンド

1月20日（日）
横須賀市立
大楠中学校

２F視聴覚室

２F視聴覚室

三浦学苑高校
佐島なぎさの丘

グラウンド
人工芝グラウンド

2月24日（日）

横須賀市立
大楠中学校

２F視聴覚室

三浦学苑高校
佐島なぎさの丘

グラウンド
人工芝グラウンド

U-6/U-8/JFA指導指針2017 ﾚﾎﾟｰﾄの提出

会場

3月9日（土）
三浦学苑高校
佐島なぎさの丘

グラウンド
人工芝グランド

3月17日(日)
横須賀市立
大楠中学校

２F視聴覚室

1月27日（日）

横須賀市立
大楠中学校
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