
（一般社団法人）山口県サッカー協会

　　　 会 長　　宮部　秀文

　　　標記の件について、下記のとおりご案内いたします。 

1  目  的 

2  主  催  （公財）日本サッカー協会、(一社）山口県サッカー協会、（公財）日本体育協会 

3  後  援  (公財)山口県体育協会 

4  受 講 資 格 ・ 条 件  （１）令和元（2019）年３月３１日時点で、満１８歳以上である者。（但し、高校生不可） 

（２）地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやスポーツ教室で実際に指導にあたっている指導者及び、今後その立場となる者。 

（３）Ｄ級コーチの資格を取得していることがのぞましい。 

（４）審判「４級」以上の資格を取得していることがのぞましい。 

（５）その他、必要な事由がある者。 

5  定  員  受講者については、（一社）山口県サッカー協会技術委員会で上記受講資格・条件を満たしていることを確認し、審査を行ったうえ、 

最大２０名の受講者を決定する。 

6  カ  リ  キ  ュ  ラ  ム  （１）講義　１６時間、（２）実技　１６時間、（３）グループワーク　３時間、（４）指導実践　８時間 

（４）筆記テスト　１時間、（５）通信教育　８時間  計　５２時間 

7  開  催  期  間  令和元年８月17日（土）、18日（日）、24日（土）、25日（日）、10月5日（土）、6日（日）、19日（土） 

8  開  催  場  所  やまぐちサッカー交流公園、防府市スポーツセンター、県立おのだサッカー交流公園 

9  費  用  ［内訳：ＪＦＡ納付2,062円、教材費11,880円、諸経費8,058円］ 

［内訳：ＪＦＡ納付2,062円、教材費　7,560円、諸経費8,058円） 

費用はＫＩＣＫＯＦＦから申し込み時先払いです。 

新規合格者は、講習会終了後に初年度指導者登録料5,000円が必要です。各自でKICKOFFにてお支払いただきます。 

指導教本・ＤＶＤ以外で、最新版の教材をお持ちでない場合は、講習会開始後に各自で購入していただきます。（４，３２０円） 

10  検 定 試 験 ・ 審 査  検定は、講習の全日程を受講・履修の上、指導実践、筆記試験及び、通信教育等を総合判定し、(一社）山口県サッカー協会技術委員会 

指導者養成部会にて審査し、合否を決定する。 

11  受  講  申  込  (１)申込締切 　令和元年７月２１日（日）まで。KICKOFF （https://jfaid.jfa.jp）にてお申込み下さい。 

12  そ  の  他  ・ 受講料支払（申込）完了後、キャンセルまたは、当日欠席、また、講習会開始後、途中辞退をした場合は、 

受講料のご返金はいたしませんので、予めご了承ください。 

・ お申込みは先着順となりますので定員に達し次第締め切りとなります。また、締切日を過ぎての受付はできません。 

・ 原則、同一コースでの受講を原則としますが、やむを得ず前期、後期を別コースで受講する場合には、別途ご相談ください。 

・ 受講確定は、受講料のお支払いがシステム上で確認できた方から確定となります。受講確定の連絡等はございませんので、ご注意ください。 

・ 支払手続きの不備等でお支払いが完了していない場合は受講できませんのでご注意ください。 

・ 受講料等のお支払時の振込手数料等は、自己負担となります。 

・ 受講料の支払い期限が過ぎてしまった場合、再度お申込みいただくことになります。その際、講習会が定員に達している場合は、お申込みできません。 

・ 当協会では、傷害保険をかけておりませんので、各自の責任において加入をお願いします。 

・ 実技がございますので、体調を整えて受講してください。 

・ 会場への直接連絡はお止め下さい。 

・ 応募数が定員に満たない場合は、開催中止となる場合がございます。開催中止の場合は、８月２日（金）までに、 

当協会ホームページにその旨の掲載を致します。また、その場合は、申し込まれた方の受講料は、全額返金いたします。 

・ 日程及び内容は、別紙日程表でご確認ください。なお、講師・会場の都合で、内容が変更される場合がありますので、予めご了承ください。 

※詳細の問い合わせ；(一社）山口県サッカー協会　技術委員会　指導者養成部会長　岡 村　幹 純 　（coach.yfa@gmail.com） 

昇級は、すでに公認Ｄ級コーチ、公認キッズリーダー資格を取得されている方。 

昇級　17,680円　

新規　22,000円　

令和元（2019）年7月9日 

関  係  所  属  長  様 

関　　係　　各　　位 

令和元（2019）年度（公益財団法人）日本サッカー協会　公認Ｃ級コーチ養成講習会（第１コース） 

［　（公益財団法人）日本体育協会　公認指導員養成講習会　］　開催について 

サッカーの専門的な（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にＣ級コーチ養成講習会を開設する。



競　技　名　　　サッカー　　　　競技  （一社）山口県サッカー協会 

【　５２．０　時間　】  １．講　　義　；　１６時間  ２．実　　技　；　１６時間 　３．グループワーク　；４回で３時間  ４．指導実践　；２回で８時間  ５．筆記試験　；　１時間 

日 　程  日　程 

期 　日  期 　日 

会 　場  会 　場 
※　８:００～　受　付

　８：３０ 　※　８:３０～　受　付 　※　８:３０～　受　付 　＊８：３０～  ※　８:３０～　受　付  ※　８:３０～　受　付  ※　８:３０～　受　付 　８：３０ 
（実技：90分)　

　９：００ 　＊　９：００～ 　＊９：００～  ⑤パス＆コントロール 　＊９：００～ 　＊１０：３０～ 　＊９：００～ 　＊９：００～ 　９：００ 
―開講式―  （実技：90分)　　 （講義：50分）　 （実技：90分)　　 （実技：90分)　　 　（指導実践②：９0分）

　　　３０  （講義：50分）  ③観る  ⑥発育発達  ～　９：５０  ⑧守備（ボールを奪う）  ⑦守備のテクニック 　　　３０ 
①ガイダンス  ～９：５０  ～１０：００ 

１０：００ 　＊１０：００～ 　＊１０：００～ 　＊１０：００～  １０：００ 
（講義　50分）　 ～１０：３０  （実技：90分)　　 （講義　110分）  ～１２：００  ～１０：３０

　　　３０ 　⑫審判 　＊１０：３０～  ⑥シュート 　実技振返り 　＊９：００～ 　＊１０：３０～ 　　　３０ 
～１０：５０  実技振返り  ～１１：００ 　実技のまとめ  （実技：90分)　　 （実技：90分)　　

１１：００ 　＊１１：００～ 　＊１１：００～ 　指導実践ガイダンス  ⑨攻撃（ポゼッション）  ⑩攻撃（ゴールを目指す） 　＊１１：００～  １１：００ 
（講義　50分）  （講義　50分）　 ～１１：３０  （テスト　60分）　

　　　３０ 　⑩指導者の役割Ⅰ  ③ゴールキーパー 　＊１１：３０～ 　筆記テスト 　　　３０ 
～１１：５０  ～１１：５０  実技振返り  ～１２：００  ～１１：５０  ～１０：３０  ～１２：００  ～１２：００ 

１２：００ 　＊１２：００～  １２：００ 
（講義　50分）

　　　３０ 　閉講式ガイダンス 　～１２：２０ 　　　３０ 

１３：００  指導実践ガイダンス＋評価 　＊１３：００～  １３：００ 
～１３：３０  （講義　50分）

　　　３０ 　＊１３：３０～ 　＊１３：３０～ 　＊１３：３０～ 　＊１３：３０～ 　＊１３：３０～ 　　　３０ 
（講義：50分）　 （実技：90分)　　 （講義：50分）  （講義　50分）　

１４：００ 　⑨メディカル　　 ②ゴールキーパー 　②技術戦術Ⅰ  ～１４：２０ 　グループワーク  ～１４：３０  ⑦コーチング法Ⅰ　　 ～１４：２０ 　＊１４：００～  １４：００ 
～１４：２０

　　　３０ 　＊１４：３０～ 　＊１４：３０～ 　＊１４：３０～ 　グループワーク  ～１５：００ 　　　３０ 
～１５：００  （講義：50分） 　　（指導実践①：９0分）  （講義　50分）　

１５：００ 　＊１５：００～ 　＊１５：００～ 　④技術戦術Ⅱ  ⑧コーチング法Ⅱ  ～１５：２０ 　＊１５：００～  １５：００ 
（実技：90分)  （実技：90分)　　　 ～１５：２０ 　　（指導実践②：９0分）

　　　３０  ①ゲームとコ―ディネーション  ④ボールフィーリング＆ドリブル 　＊１５：３０～ 　＊１５：３０～ 　　　３０ 
（講義：50分）  ～１６：００  （講義　50分） 

１６：００ 　⑤技術戦術Ⅲ 　＊１６：００～ 　⑪指導者の役割Ⅱ  ～１６：２０  １６：００ 
～１６：３０  ～１６：３０  ～１６：２０ 　（指導実践①：９0分）  ～１６：３０

　　　３０ 　＊１６：３０～ 　　　３０ 

１７：００ 　グループワーク  ～１７：３０  １７：００ 
～１７：３０

　　　３０ 　　　３０

　８　月　１７　日（土） 　８　月　１８　日（日） 

第 ５ 日  第 ６ 日  第 ７ 日　

　８　月　２４　日（土） 　８　月　２５　日（日） 　１０　月　５　日（土） 　１０　月　６　日（日） 　１０　月　１９　日（土） 

２０１９年度　　（公財）日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ養成講習会（第1コース）　　日程表 
［（公財）日本体育協会公認指導員養成講習会］ 

※　通信教育　；　８時間 

第 １ 日  第 ２ 日  第 ３ 日  第 ４ 日 

※　８:３０～受　付 
(※通信教育レポート提出）  （指導案提出） 

やまぐちサッカー交流広場（人工芝）  やまぐちサッカー交流広場（人工芝）  防府市スポーツセンター（人工芝A）  防府市スポーツセンター（人工芝A）  県立おのだサッカー交流公園（人工芝A）  県立おのだサッカー交流公園（人工芝A）  県立おのだサッカー交流公園（人工芝A） 

《昼　　食》 
《昼　　食》 

《昼　　食》  《昼　　食》 

～１０：３０ 

実践の準備・アドバイス・ディスカッション 

《昼　　食》 
《昼　　食》



◆受講料　※KICKOFF申込み時 

教材 教材名 単価 新規 昇級 

サッカー指導教本・DVD 2016 JFA C級コーチ ¥7,560 ○ ○ 

JFA 2017 指導指針（U10～） ¥2,160 ○ 

JFA キッズ（U-8）指導ガイドライン ¥1,080 ○ 

JFA キッズ（U-6）指導ガイドライン ¥1,080 ○ 

納付金 （公財）日本サッカー協会 ¥2,062 ○ ○ 

諸経費 （一社）山口県サッカー協会 ¥8,058 ○ ○ 

合計 ¥22,000 ¥17,680 

◆昇級最新版の教材が必要な場合 

教材 教材名 単価 講習会開始後 

JFA 2017 指導指針（U10～） ¥2,160 ○ 

JFA キッズ（U-8）指導ガイドライン ¥1,080 ○ 

JFA キッズ（U-6）指導ガイドライン ¥1,080 ○ 

合計 ¥4,320 

◆新規合格者は、講習会終了後に、初年度指導者登録料5,000円が必要です。

　各自でKICKOFFにてお支払いただきます。 

Ｃ級講習会経費


