
2021 年度（公財）日本サッカー協会 公認Ｃ級コーチ養成講習会 G コース＜川崎＞ 

開催要項 

１．目 的  アマチュアチーム及びアマチュアレベルの選手（子どもから大人）を指導できる人材を養成すると

同時に、これから指導者としての基礎を築こうとする指導者を養成することを目的とする。 

2．概   要  基礎的なゲーム分析、トレーニングプランの作成、トレーニングセッションを受講生同士が連携し 

て実践し、アマチュアチーム・アマチュア選手の育成ができるように取り組む。 

3．主 催  （公財）日本サッカー協会、（公財）日本スポーツ協会 

4．共 催  （一社）神奈川県サッカー協会 

5．日 程  2022 年２月６日（日）～３月６日（日） 

※予備日等の詳細は４P 目のスケジュール表（案）をご確認下さい。

※荒天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。

6．募集人数  24 名 

※応募多数の場合、（一社）神奈川県サッカー協会加盟登録チームの指導者を優先とし、受講者を

選考いたします。締切後 1 週間を目途に受講の可否をお知らせいたします。

※受講可否のお知らせ方法は 12．を参照ください。

7．受講資格  ：KICKOFF より JFA-ID を取得の上、新規取得者は次の（1）～（3）を、JFA 公認 D 級 

コーチ保有者又はキッズリーダー任 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（4）の要件を満たしていること。

（１） 2021 年 4 月 1 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 （遅刻・欠席一切不可・実技ができる者）

（3） 地域においてスポーツ活動を実施している指導者および、これから指導者になろうとする者

（４） 資格有効期間内で、かつ JFA-ID の取得と保有資格登録がお済みの方

※応募多数の場合、(一社)神奈川県サッカー協会加盟登録チームの指導者を優先とし、受講者

を選考いたします。

※新規・有資格に関わらず JFA-ID の取得は必須となります。なお、既に取得済みの方は、

新たに取得する必要はございません。

※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 11：00～16：00）

8．受 講 料  ■新規資格取得者 52,300 円 
内訳（JFA 納付金 2,200 円、※教材費 12,100 円、KFA 受講料 33,000 円、※JFA 指導者年間登録料 5,000 円） 

※JFA 指導者年間登録料（5,000 円）は合格後に各自でお支払いただきます。

※教材（12,100 円）は購入必須となります。

※会場までの交通費や駐車場代、食費等は各自負担となります。

■D 級保有者・キッズリーダー任意登録者 47,300 円
内訳（JFA 受講料 2,200 円、※教材費 12,100 円、KFA 受講料 33,000 円） 

※教材（12,100 円）は購入必須となります。

※会場までの交通費や駐車場代、食費等は各自負担となります。

9．講習会場  川崎市立橘高等学校（〒211-0012 川崎市中原区中丸子 562） 

※会場へのお問合せはご遠慮願います。

※駐車場等の会場詳細は受講決定後、受講決定通知にて詳細をご案内いたします。

10．内  容  講義 16 コマ/実技８コマ/指導の実践 2 回/筆記試験/レポート/実技振返り/グループワーク等 

※講義・実技の内容につきましては 4P 目のスケジュール表（案）をご確認下さい。

※講義、実技の順番は変更となる可能性がございます。

判定方法 ： 筆記試験・指導実践・レポート・講習会への取り組みによる総合判定
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１1．申込期間  2021 年 12 月 16 日（木）～１２月 31 日（金） 

１2．申込方法  KICKOFF（https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login）より「JFAID」を取得の上、 

KICKOFF サイトへログインし、KICKOFF ページ左側の「指導者」→「講習会・研修会申込み」 

の順に進み、講習会研修会申込画面で技能区分を「サッカー指導者」、主催協会「神奈川県サッ 

カー協会」、資格「公認 C 級コーチ」に合せ、「検索」ボタンをクリックして下さい。

その後、下記に該当する講習会へお申し込みください。

申込の際、コメント欄に指導チーム名等を入力していただきます。コメント欄の内容を元に受

講者を選考しますので、必ず入力をお願いします。

◆新規に JFA 指導者資格を取得される方

⇒講習会名：【新規】2021 年度公認 C 級コーチ養成講習会 G コース（川崎）

◆D 級保持者、キッズリーダー任意登録者（すでに指導者登録料を支払い済みの方）

⇒講習会名：【昇級】2021 年度公認 C 級コーチ養成講習会 G コース（川崎）

13．受講可否の連絡方法 

※申込締切後 1 週間を目途に受講の可否をお知らせいたします。

【受講決定の場合】KICKOFF へログイン後に表示される「あなたへのメッセージ」へ通知し、受 

講案内を添付いたします。 

受講初日にご持参いただく申込書は各自プリントアウトをお願いします。 

※上記受講案内のメッセージに添付されているデータを必ずご確認ください。

 【受講不可の場合】KICKOFFへログイン後に表示される「あなたへのメッセージ」への通知及いたし 

ます。 

※受講不可となった場合に「今回のお申し込みが取り消しとなりました」という

メッセージがシステムより自動的に送信されますので予めご了承ください。

14．受講費用の支払方法： 

受講決定後、KICKOFF のシステム上にて受講前にお支払いいただきます。支払期限は受講決 

定後にご案内いたします。（受講可否をお伝えしてから1週間程度を支払期限の目途として下さい） 

15. 新型コロナウイルス感染症対策について：

当協会策定の感染症対策ガイドラインに基づき講習会を実施いたします。受講が決定した際は、 

以下（ガイドライン抜粋）、対策へのご協力をお願いいたします。 

・受講決定後に健康チェックリストをご案内しますので、受講２週間前から健康チェックを行い、当

日来場時に必ずチェックリストを提出してください。

・講師および受講者をはじめ、会場来場者はマスクの着用を義務とします（実技時を除く）。

・ウイルス感染の兆候がないか確認するため、健康チェックを欠かさず行ってください。

・手指衛生の励行、咳エチケットなど感染症予防対策にご協力ください。

・人との距離（間隔）はできるだけ 2m（最低 1m）あけるなど、身体的距離（フィジカルディスタ

ンス）の確保をお願いいたします。

・講義会場では、感染対策として自然換気を実施（窓やドアの開放）いたします。

・万一、講習会終了後に新型コロナウイルス感染症を発症した場合の速やかにご報告ください。

・以下に該当する場合、自主的に受講を見合わせてください。（返金等は後日ご案内します）

（1）体調がすぐれない場合（例：発熱、咳、味覚嗅覚の異常など）。

（2）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。

（3）過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ

の渡航または当該在住者との濃厚接触がある場合。

・グラウンドでの唾、痰吐き、うがい等は、飛沫感染の原因となる可能性があるため、ご遠慮くだ

さい。

・飲料は各自でご用意ください。感染対策のため、主催者では一切用意いたしません。

・万一、受講者の感染が確認された場合で、保健当局において、他の受講者が濃厚接触者に該当

すると判断された場合、受講者の連絡先等の情報提供が要請される場合がございます。このよ

うな要請があった場合は、保健当局等に対して必要な情報提供をすることがございますので、

あらかじめご了承ください。
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16．その他 ：①本講習会の申込は先着順ではございません。申込期間終了後 1 週間以内を目途に受講可否を 

お伝えし、受講者として決定した方のみ KICKOFF システムより受講料の支払が可能です。 

②講習会に必要な筆記用具、運動用具（シューズ、ウエア、ボール等）は各自ご持参ください。

③実技がありますのでコンディションを整えて受講して下さい。

受講者として決定した場合、指導者として節度ある態度にてご受講下さい。実技時はけが防止

のため長ズボンの着用もしくはロングソックス、すね当て（レガース）の装着をお願いします。

④本講習会では実技を行なうため受講者全員に対して保険に加入いたしますが、補償内容の厚

いものではございません。参加にあたってはご自身で健康管理を行ってください。

⑤受講決定者には講習会初日の受付時に「申込書 兼 受講者経歴書（顔写真添付）」を提出して

いただきます。※受講証とは異なります

⑥受講決定後に辞退される場合は「辞退理由書」を提出してください。

⑦申込後、他の講習会への移行はできません。

⑧受講料等お支払い時の手数料等は各自でご負担ください。

⑨講習会会場への問い合わせはおやめください。

⑩受講不可となった場合に「今回のお申し込みが取り消しとなりました」というメッセージがシス

テムより自動的に送信されます。また、一旦申込を取り消された方にも申込締め切り後「今回

のお申し込みが取り消しとなりました」というメッセージが KICKOFF システムより自動的に

送信されますので予めご了承ください。

⑪最少催行人数（9 名）に満たない場合、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や社会情勢によ

っては開催を中止する可能性もございます。その際は申込者にあらためてご連絡致します。

17．問合せ先：【講習会受講に関する問合せ】 

（一社）神奈川県サッカー協会 事務局 Ｃ級講習会担当 

TEL：0466-46-5602（平日 10：00～13：00） 

【KICKOFF の操作方法、費用の支払い方法、JFAID のパスワード再発行等に関する問合せ】 

JFA 登録サービスデスク TEL：050-2018-1990（平日 11：00～16：00） 

3



2021年12月15日現在

日付 会場 場所 時間

13:00-13:15 受付

13:15-13:30 開講式 開講式

13:30-14:20 講義 ガイダンス

14:30-14:50 自己紹介

15:00-15:50 講義 サッカーの競技精神

16:00-17:30 ゲーム

17:30-17:45 振り返り

会議室 18:00-18:50 講義 チームマネジメント

会議室 13:00-13:50 講義 分析①

14:00-15:30 技術①

15:30-15:45 振り返り

会議室 16:00-16:50 講義 分析②

17:00-18:30 技術②

18:30-18:45 振り返り

会議室 19:00-19:50 講義 発育発達と一貫指導

会議室 13:00-13:50 講義 戦術①

14:00-15:30 戦術①

15:30-15:45 振り返り

会議室 16:00-16:50 講義 戦術②

17:00-18:30 戦術②

18:30-18:45 振り返り

会議室 19:00-19:50 講義 メディカル

会議室 13:00-13:50 講義 GK

14:00-15:30 GK

15:30-15:45 振り返り

会議室 16:00-16:50 講義 プランニング

17:00-18:30 プランニング

18:30-18:45 振り返り

19:00-19:20 講義 実践ガイダンス

19:30-20:00 グループワーク

会議室 14:00-14:50 講義 コーチング

15:00-16:30 コーチング

16:30-16:45 振り返り

会議室 17:00-17:50 グループワーク

グラウンド 18:00-19:00 指導実践① １組

会議室 19:15-19:30 実践振り返り

グラウンド 13:00-16:00 ３組

会議室 16:15-16:30 振り返り

グラウンド 17:00-19:00 ２組

会議室 19:15-19:30 振り返り

会議室 15:00-15:50 グループワーク

グラウンド 16:00-19:00 指導実践② ３組

会議室 19:15-19:30 振り返り

グラウンド 14:00-17:00 指導実践② ３組

会議室 17:15-17:30 振り返り

18:00-19:00 講義 筆記試験

19:10-19:40 閉校ガイダンス・閉講式

＊３月１２日（土）1３日（日）予備日

令和3年度Ｃ級コーチ養成講習会川崎コース　日程表

8 ３月６日（日） 橘高校

その他通信課程

6 ２月27日（日） 橘高校 指導実践①

7 ３月５日（土） 橘高校

5 2月26日(土) 橘高校

グラウンド 実技

4 2月23日（水） 橘高校

グラウンド 実技

グラウンド 実技

会議室

3 2月20日（日） 橘高校

グラウンド 実技

グラウンド 実技

2 2月19日（土） 橘高校

グラウンド 実技

グラウンド 実技

講習内容

1 2月6日（日） 橘高校

会議室

グラウンド 実技
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