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■■■■■■JFA アカデミー福島（女子）とJFA アカデミー堺・今治の違い■■■■■■

ロジング（完全寄宿制）
※長期休暇（春・夏・冬）は帰宅する。

中学校・高校の6 年間

チーム登録をして活動。

JFA アカデミー福島（女子） JFA アカデミー堺・JFA アカデミー今治

ロジング（寄宿制）+ 週末帰省
平日は寮に寄宿しながら、中学校、アカデミーでの活動を行い、週末や
長期休暇は帰省し地元のチームでの活動を行う『週末帰省型』を採用（例
外として、アカデミー活動や学校行事等で帰省しないこともあります）。
そのため毎週末無理なく帰省できる選手が対象。

中学校の3 年間

アカデミーとしてチーム登録は行わず、各自が自宅近くのチームに所属
（登録）し、帰省時にはその所属チームで活動。

JFAアカデミー福島（女子）

1. 募集学年・人数
2023年 4月に中学1年生となる女子（現在小学6年生の女子）6名程度

2. 出願資格
① 2010年 4月 2日～2011年 4月 1日出生（2023年 3月小学校卒業見込み）の女子

②原則として日本国籍を有する者

③健康である者

3. 選考試験日程・開催場所

1 次選考試験

最終選考試験

日　程 開　催　場　所

①　  7 月 30日（土） 　　　　　　　  宇城市立ふれあいスポーツセンター［熊本県宇城市］

②　  8 月 6日（土）　　　　　　　　  広野町サッカー場［福島県双葉郡広野町］

③　  8 月 20日（土）　　　　　　　　帝人アカデミー富士［静岡県裾野市］

④　  8 月 21日（日）　　　　　　　　帝人アカデミー富士［静岡県裾野市］
 
（予備日）8月 23日（火）  　　　　　帝人アカデミー富士［静岡県裾野市］

各日9時から17時で実施予定　※4時間程度　　※②は男女合同開催

10月 15日（土）～16日（日）　　　帝人アカデミー富士［静岡県裾野市］
※宿泊を伴わない2日間

※原則として雨天決行としますが、天候等の事情により実施が不可能な場合は延期します。
　（1 次選考試験は予備日で実施いたします）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、試験は延期や中止となる場合があります。ご了承ください。
※保護者の見学については、実技テストのみ所定の場所から見学可能です。

4. 出願締切
7月 12日（火）15:00
※受験日・希望ポジションは受付順で優先されます。
※７月２0日（水）までに受験案内（メール）が届かない場合は「10. お問い合わせ先」までご連絡ください。
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複数校併願受験者には下記のように対応します。

①JFAアカデミー福島とJFAアカデミー今治の併願受験者

　JFAアカデミー福島の1次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー今治の2次選考試験の受験は必要ありません。

②JFAアカデミー堺とJFAアカデミー今治の併願受験者

　JFAアカデミー堺の2次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー今治の2次選考試験の受験は必要ありません。
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※長期休暇（春・夏・冬）は帰宅する。

中学校・高校の6 年間

チーム登録をして活動。

JFA アカデミー福島（女子） JFA アカデミー堺・JFA アカデミー今治

ロジング（寄宿制）+ 週末帰省
平日は寮に寄宿しながら、中学校、アカデミーでの活動を行い、週末や
長期休暇は帰省し地元のチームでの活動を行う『週末帰省型』を採用（例
外として、アカデミー活動や学校行事等で帰省しないこともあります）。
そのため毎週末無理なく帰省できる選手が対象。

中学校の3 年間

アカデミーとしてチーム登録は行わず、各自が自宅近くのチームに所属
（登録）し、帰省時にはその所属チームで活動。

JFAアカデミー福島（女子）
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2023年 4月に中学1年生となる女子（現在小学6年生の女子）6名程度
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②原則として日本国籍を有する者

③健康である者

3. 選考試験日程・開催場所
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最終選考試験

日　程 開　催　場　所

①　  7 月 30日（土） 　　　　　　　  宇城市立ふれあいスポーツセンター［熊本県宇城市］

②　  8 月 6日（土）　　　　　　　　  広野町サッカー場［福島県双葉郡広野町］
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各日9時から17時で実施予定　※4時間程度　　※②は男女合同開催

10月 15日（土）～16日（日）　　　帝人アカデミー富士［静岡県裾野市］
※宿泊を伴わない2日間

※原則として雨天決行としますが、天候等の事情により実施が不可能な場合は延期します。
　（1 次選考試験は予備日で実施いたします）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、試験は延期や中止となる場合があります。ご了承ください。
※保護者の見学については、実技テストのみ所定の場所から見学可能です。

4. 出願締切
7月 12日（火）15:00
※受験日・希望ポジションは受付順で優先されます。
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複数校併願受験者には下記のように対応します。

①JFAアカデミー福島とJFAアカデミー今治の併願受験者

　JFAアカデミー福島の1次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー今治の2次選考試験の受験は必要ありません。

②JFAアカデミー堺とJFAアカデミー今治の併願受験者

　JFAアカデミー堺の2次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー今治の2次選考試験の受験は必要ありません。



■■■■■【重要】JFA アカデミー福島の福島県での再開について■■■■■
東日本大震災により静岡県に一時移転している JFA アカデミー福島の活動を以下の通り福島県広野町（男子）、
楢葉町（女子）にて再開させる予定です。

  １．JFA アカデミー福島男子に関する再開方法

（1） 再開時期　2021年 4月
（2） 再開方法　2021 年 4 月に中学 1 年生（16 期

生）が入校し活動を再開しました。1 学年ずつ
順次入校し、2023 年 4 月、18 期生入校によ
り3学年が揃います。

（3） 在籍期間　中学校の 3 年間プログラムとなり
ます。

  ２．JFA アカデミー福島女子に関する再開方法

（1） 再開時期　2024年 4月
（2） 再開方法　全学年（中学 3 学年、高校 3 学年）

で活動を再開します。2024 年 3 月の時点で静
岡県で活動している5学年（14期生～18期生）
は福島県に帰還し、2024 年 4 月、19 期生の
入校により6学年が揃います。

（3） 在籍期間　中学校・高校の 6 年間プログラムと
なります。

5. 出願方法
保護者がパソコン、スマートフォン等で「JFA アカデミー入校選考試験　出願案内ページ」

（ http://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/application.html

右のQR コードからもアクセス可）へアクセスし、出願申込ページより個人情報を入力し、

出願手続きを行ってください。

なお、途中保存はできませんので、下記個人情報を準備の上、出願してください。

【必要な個人情報】

6. 受験料

氏名・自宅住所・国籍・小学校名・生年月日・身長・体重・足のサイズ・利き足・チーム名・

得意なポジション・サッカー歴・選抜 /トレセン参加歴・希望受験区分（フィールドプレーヤー、

ゴールキーパー、両方）・希望ポジション（下記より選択）・アレルギー（食物・薬物）・既往歴（下

記参照）・怪我

【既往歴】　※発症した年齢も入力

貧血・喘息・高血圧・心臓病・腎炎・肝炎・胃十二指腸潰瘍・てんかん・その他以前入院、

手術を受けた場合は病名

氏名・連絡先（携帯番号）・両親の身長

受験希望日

受験者の情報

保護者の情報

その他

※「JFA アカデミー堺」（p.4）、「JFA アカデミー今治」（p.7）も併願
して受験することができます。それぞれ詳細をご確認ください。

＜JFA アカデミー福島と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFAアカデミー福島の１次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

※受験料の支払方法は後日受験案内書にてお知らせします。
※複数校併願受験の場合、受験料はアカデミーごとに必要です。

JFA Youth & Development Offical Partner
トヨタ自動車株式会社、ニチバン株式会社、株式会社モルテン

①GK

③

⑤

②④

⑥⑧
⑦

受験料

1次選考試験

最終選考試験

4,000 円

8,000 円

7. 選考方法・合格発表

8. 入校意志確認書提出締切日
10月 31日（月）

9. 健康チェックシート
受験ごとに健康チェックシートの提出が必要となります。受験日の２週間前からの健康観察（検温等）が必

要となりますので、最終ページの「健康チェックシート」をコピーしてご使用いただくか、HPよりダウンロー

ドください。

10. お問い合わせ先
JFA アカデミー福島（女子）お問い合わせフォーム：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjFbwxInUjxTJuhQDFBZpfNx8jS9VrZ9AIJPk

CSHr0kqddDw/viewform

１次選考試験

最終選考試験

内　容 合格発表

※GKでの受験を希望した選手は上記の他にGK専門技術テストも行います（出願の際に希望した受験者のみ）。
※最終選考試験合格者には、医療機関で心エコー検査をし、その受診結果を送付していただきます。検査結果によっては、入校を再
検討させていただく場合があります。なお、検査にかかる費用は受験者負担となります。

実技テスト（スキルテスト・フィジカルテ

スト・ゲーム等）

実技テスト（スキルテスト・フィジカルテ

スト・ゲーム等）、学力テスト、メディカル

チェック、面接、その他

8月25日（木）12:30頃 JFA アカデミー HP 

にて発表（受験番号のみ）。合格者へは９月

７日（水）までに郵送またはメールにて最終

選考試験の案内を送付します。配達日は地

域によって異なりますので、ご了承ください。

10月 22日（土）までに受験者全員へ郵送

にて結果を送付。配達日は地域によって異

なりますので、ご了承ください。
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■■■■■【重要】JFA アカデミー福島の福島県での再開について■■■■■
東日本大震災により静岡県に一時移転している JFA アカデミー福島の活動を以下の通り福島県広野町（男子）、
楢葉町（女子）にて再開させる予定です。

  １．JFA アカデミー福島男子に関する再開方法

（1） 再開時期　2021年 4月
（2） 再開方法　2021 年 4 月に中学 1 年生（16 期

生）が入校し活動を再開しました。1 学年ずつ
順次入校し、2023 年 4 月、18 期生入校によ
り3学年が揃います。

（3） 在籍期間　中学校の 3 年間プログラムとなり
ます。

  ２．JFA アカデミー福島女子に関する再開方法

（1） 再開時期　2024年 4月
（2） 再開方法　全学年（中学 3 学年、高校 3 学年）

で活動を再開します。2024 年 3 月の時点で静
岡県で活動している5学年（14期生～18期生）
は福島県に帰還し、2024 年 4 月、19 期生の
入校により6学年が揃います。

（3） 在籍期間　中学校・高校の 6 年間プログラムと
なります。

5. 出願方法
保護者がパソコン、スマートフォン等で「JFA アカデミー入校選考試験　出願案内ページ」

（ http://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/application.html

右のQR コードからもアクセス可）へアクセスし、出願申込ページより個人情報を入力し、

出願手続きを行ってください。

なお、途中保存はできませんので、下記個人情報を準備の上、出願してください。

【必要な個人情報】

6. 受験料

氏名・自宅住所・国籍・小学校名・生年月日・身長・体重・足のサイズ・利き足・チーム名・

得意なポジション・サッカー歴・選抜 /トレセン参加歴・希望受験区分（フィールドプレーヤー、

ゴールキーパー、両方）・希望ポジション（下記より選択）・アレルギー（食物・薬物）・既往歴（下

記参照）・怪我

【既往歴】　※発症した年齢も入力

貧血・喘息・高血圧・心臓病・腎炎・肝炎・胃十二指腸潰瘍・てんかん・その他以前入院、

手術を受けた場合は病名

氏名・連絡先（携帯番号）・両親の身長

受験希望日

受験者の情報

保護者の情報

その他

※「JFA アカデミー堺」（p.4）、「JFA アカデミー今治」（p.7）も併願
して受験することができます。それぞれ詳細をご確認ください。

＜JFA アカデミー福島と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFAアカデミー福島の１次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

※受験料の支払方法は後日受験案内書にてお知らせします。
※複数校併願受験の場合、受験料はアカデミーごとに必要です。

JFA Youth & Development Offical Partner
トヨタ自動車株式会社、ニチバン株式会社、株式会社モルテン

①GK

③

⑤

②④

⑥⑧
⑦

受験料

1次選考試験

最終選考試験

4,000 円

8,000 円

7. 選考方法・合格発表

8. 入校意志確認書提出締切日
10月 31日（月）

9. 健康チェックシート
受験ごとに健康チェックシートの提出が必要となります。受験日の２週間前からの健康観察（検温等）が必

要となりますので、最終ページの「健康チェックシート」をコピーしてご使用いただくか、HPよりダウンロー

ドください。

10. お問い合わせ先
JFA アカデミー福島（女子）お問い合わせフォーム：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjFbwxInUjxTJuhQDFBZpfNx8jS9VrZ9AIJPk

CSHr0kqddDw/viewform

１次選考試験

最終選考試験

内　容 合格発表

※GKでの受験を希望した選手は上記の他にGK専門技術テストも行います（出願の際に希望した受験者のみ）。
※最終選考試験合格者には、医療機関で心エコー検査をし、その受診結果を送付していただきます。検査結果によっては、入校を再
検討させていただく場合があります。なお、検査にかかる費用は受験者負担となります。

実技テスト（スキルテスト・フィジカルテ

スト・ゲーム等）

実技テスト（スキルテスト・フィジカルテ

スト・ゲーム等）、学力テスト、メディカル

チェック、面接、その他

8月25日（木）12:30頃 JFA アカデミー HP 

にて発表（受験番号のみ）。合格者へは９月

７日（水）までに郵送またはメールにて最終

選考試験の案内を送付します。配達日は地

域によって異なりますので、ご了承ください。

10月 22日（土）までに受験者全員へ郵送

にて結果を送付。配達日は地域によって異

なりますので、ご了承ください。
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JFAアカデミー堺

1. 募集学年・人数
2023年４月に中学１年生となる女子（現在小学６年生の女子）　１２名程度

2. 出願資格
①2010年４月２日～2011年４月１日出生（2023年３月小学校卒業見込み）の女子

②原則として日本国籍を有する者

③健康である者

④原則として週末および長期休暇（アカデミーの活動の無い日）に帰省することが可能な者

　※帰省・帰寮にかかる費用は本人負担となります（距離・手段によっては学割取得可能）

3. 選考試験日程・開催場所

※原則として雨天決行としますが、天候等の事情により実施が不可能な場合は延期します。
　（１次選考試験は予備日で実施いたします）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、試験は延期や中止となる場合があります。ご了承ください。
※保護者の見学については、実技テストのみ所定の場所から見学可能です。

4. 出願締切
7月 28日（木）15:00
※希望ポジションは受付順で優先されます。
※8月5日（金）までに受験案内（郵送）が届かない場合は「１０. お問い合わせ先」までご連絡ください。

5. 出願方法
保護者がパソコン、スマートフォン等で「JFA アカデミー入校選考試験　出願案内ページ」

（http://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/application.html

右のQRコードからもアクセス可）へアクセスし、出願申込ページより個人情報を入力し、

出願手続きを行ってください。

なお、途中保存はできませんので、下記個人情報を準備の上、出願してください。

【必要な個人情報】

6. 受験料

氏名・自宅住所・国籍・小学校名・生年月日・身長・体重・足のサイズ・利き足・チーム名・

得意なポジション・サッカー歴・選抜 /トレセン参加歴・希望受験区分（フィールドプレーヤー、

ゴールキーパー、両方）・希望ポジション（下記より選択）・アレルギー（食物・薬物）・既往歴（下

記参照）・怪我

【既往歴】　※発症した年齢も入力

貧血・喘息・高血圧・心臓病・腎炎・肝炎・胃十二指腸潰瘍・てんかん・その他以前入院、

手術を受けた場合は病名

氏名・連絡先（携帯番号）・両親の身長

受験希望日

受験者の情報

保護者の情報

その他

※「JFA アカデミー福島」（p.1）、「JFA アカデミー今治」（p.7）も
併願して受験することができます。それぞれ詳細をご確認ください。

＜JFA アカデミー堺と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFA アカデミー堺の２次選考試験に合格した場合、JFA アカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

※受験料の支払方法は後日受験案内書にてお知らせします。
※複数校併願受験の場合、受験料はアカデミーごとに必要です。

①GK

③

⑤

②④

⑥⑧
⑦

受験料

1次選考試験

2次選考試験

最終選考試験

5,000 円

10,000 円

15,000 円

1 次選考試験

2 次選考試験

最終選考試験
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日　程 開　催　場　所

８月１７日（水）　　　　　　　　 

（予備日）８月１８日（木）　　　　　　    

9 時から17時で実施予定　※4時間程度

①　  １０月1日（土）　

②　  １０月2日（日）　　　　　　　　  

各日9時から18時で実施予定　※どちらか希望日に参加

１０月29日（土）～１０月３0日（日）  　　　　　
※１泊２日、もしくは宿泊を伴わない2日間

　J-GREEN堺［大阪府堺市］

J-GREEN堺［大阪府堺市］

J-GREEN堺［大阪府堺市］



JFAアカデミー堺

1. 募集学年・人数
2023年４月に中学１年生となる女子（現在小学６年生の女子）　１２名程度

2. 出願資格
①2010年４月２日～2011年４月１日出生（2023年３月小学校卒業見込み）の女子

②原則として日本国籍を有する者

③健康である者

④原則として週末および長期休暇（アカデミーの活動の無い日）に帰省することが可能な者

　※帰省・帰寮にかかる費用は本人負担となります（距離・手段によっては学割取得可能）

3. 選考試験日程・開催場所

※原則として雨天決行としますが、天候等の事情により実施が不可能な場合は延期します。
　（１次選考試験は予備日で実施いたします）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、試験は延期や中止となる場合があります。ご了承ください。
※保護者の見学については、実技テストのみ所定の場所から見学可能です。

4. 出願締切
7月 28日（木）15:00
※希望ポジションは受付順で優先されます。
※8月5日（金）までに受験案内（郵送）が届かない場合は「１０. お問い合わせ先」までご連絡ください。

5. 出願方法
保護者がパソコン、スマートフォン等で「JFA アカデミー入校選考試験　出願案内ページ」

（http://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/application.html

右のQRコードからもアクセス可）へアクセスし、出願申込ページより個人情報を入力し、

出願手続きを行ってください。

なお、途中保存はできませんので、下記個人情報を準備の上、出願してください。

【必要な個人情報】

6. 受験料

氏名・自宅住所・国籍・小学校名・生年月日・身長・体重・足のサイズ・利き足・チーム名・

得意なポジション・サッカー歴・選抜 /トレセン参加歴・希望受験区分（フィールドプレーヤー、

ゴールキーパー、両方）・希望ポジション（下記より選択）・アレルギー（食物・薬物）・既往歴（下

記参照）・怪我

【既往歴】　※発症した年齢も入力

貧血・喘息・高血圧・心臓病・腎炎・肝炎・胃十二指腸潰瘍・てんかん・その他以前入院、

手術を受けた場合は病名

氏名・連絡先（携帯番号）・両親の身長

受験希望日

受験者の情報

保護者の情報

その他

※「JFA アカデミー福島」（p.1）、「JFA アカデミー今治」（p.7）も
併願して受験することができます。それぞれ詳細をご確認ください。

＜JFA アカデミー堺と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFA アカデミー堺の２次選考試験に合格した場合、JFA アカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

※受験料の支払方法は後日受験案内書にてお知らせします。
※複数校併願受験の場合、受験料はアカデミーごとに必要です。

①GK

③

⑤

②④

⑥⑧
⑦

受験料

1次選考試験

2次選考試験

最終選考試験

5,000 円

10,000 円

15,000 円

1 次選考試験

2 次選考試験

最終選考試験
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日　程 開　催　場　所

８月１７日（水）　　　　　　　　 

（予備日）８月１８日（木）　　　　　　    

9 時から17時で実施予定　※4時間程度

①　  １０月1日（土）　

②　  １０月2日（日）　　　　　　　　  

各日9時から18時で実施予定　※どちらか希望日に参加

１０月29日（土）～１０月３0日（日）  　　　　　
※１泊２日、もしくは宿泊を伴わない2日間

　J-GREEN堺［大阪府堺市］

J-GREEN堺［大阪府堺市］

J-GREEN堺［大阪府堺市］



7. 選考方法・合格発表

8. 入校意志確認書提出締切日
11月 21日（月）

9. 健康チェックシート
受験ごとに健康チェックシートの提出が必要となります。受験日の２週間前からの健康観察（検温等）が必

要となりますので、最終ページの「健康チェックシート」をコピーしてご使用いただくか、HPよりダウンロー

ドください。

10. お問い合わせ先
JFA アカデミー堺　　TEL：072-224-7045（祝祭日を除く平日12時～18時）
※７月２１日（木）～８月２４日（水）は夏季休業のためつながりません。

一般社団法人大阪府サッカー協会　　TEL：06-6441-5881（祝祭日を除く平日10時～18時）
※８月１１日（木祝）～８月１７日（水）は夏季休業のためつながりません。
夏季休業期間中のお問い合わせ先：jfa_academy_sakai@jfa.or.jp（選考試験専用）

１次選考試験

２次選考試験

最終選考試験

内　容 合格発表

※GKでの受験を希望した選手は上記の他にGK専門技術テストも行います（出願の際に希望した受験者のみ）。
※最終選考試験合格者には、医療機関で心エコー検査をし、その受診結果を送付していただきます。検査結果によっては、入校を再
検討させていただく場合があります。なお、検査にかかる費用は受験者負担となります。

実技テスト（スキルテスト・フィジ

カルテスト・ゲーム等）

実技テスト（スキルテスト・フィジ

カルテスト・ゲーム等）、作文、

学力テスト、その他

実技テスト（スキルテスト・フィジ

カルテスト・ゲーム等）、作文、メ

ディカルチェック、面接、その他

８月２６日（金）12:30 頃 JFA アカデミー HPにて

発表（受験番号のみ）。合格者へは９月９日（金）ま

でに郵送にて２次選考試験の案内を送付します。配

達日は地域によって異なりますので、ご了承ください。

１０月７日（金）までに郵送にて結果を送付。合格者

へは最終選考試験の案内を同封します。配達日は地域

によって異なりますので、ご了承ください。

１１月７日（月）までに受験者全員へ郵送にて結果を

送付。配達日は地域によって異なりますので、ご了

承ください。

協力　株式会社モルテン

JFAアカデミー今治

1. 募集学年・人数
2023 年 4 月に中学 1 年生となる女子（現在小学6年生の女子）　12 名程度

2. 出願資格
① 2010年 4月 2日～ 2011年 4月 1日出生（2023年 3月小学校卒業見込み）の女子

②原則として日本国籍を有する者

③健康である者

④原則として週末および長期休暇（アカデミーの活動の無い日）に帰省することが可能な者

　※帰省・帰寮にかかる費用は本人負担となります（距離・手段によっては学割取得可能）

3. 選考試験日程・開催場所

1 次選考試験

2 次選考試験

最終選考試験

９月３日（土）  　　　　　　　　　　　　 
桜井海浜ふれあい広場サッカー場［愛媛県今治市］  

（予備日）９月４日（日） 

９時から１７時で実施予定　※4時間程度

１０月22日（土）～23日（日） 　　　　 
桜井海浜ふれあい広場サッカー場［愛媛県今治市］

（予備日）１０月29日（土）～３0日（日）

１泊２日、もしくは宿泊を伴わない２日間

１２月3日（土）～4日（日）　　　　　  桜井海浜ふれあい広場サッカー場［愛媛県今治市］

１泊２日、もしくは宿泊を伴わない２日間

※原則として雨天決行としますが、天候等の事情により実施が不可能な場合は延期します。
　（１次・２次選考試験は予備日で実施いたします）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、試験は延期や中止となる場合があります。ご了承ください。
※保護者の見学については、実技テストのみ所定の場所から見学可能です。

4. 出願締切
８月 10日（水）15:00
※希望ポジションは受付順で優先されます。
※８月23日（火）までに受験案内（メール）が届かない場合は「１０. お問い合わせ先」までご連絡ください。
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7. 選考方法・合格発表

8. 入校意志確認書提出締切日
11月 21日（月）

9. 健康チェックシート
受験ごとに健康チェックシートの提出が必要となります。受験日の２週間前からの健康観察（検温等）が必

要となりますので、最終ページの「健康チェックシート」をコピーしてご使用いただくか、HPよりダウンロー

ドください。

10. お問い合わせ先
JFA アカデミー堺　　TEL：072-224-7045（祝祭日を除く平日12時～18時）
※７月２１日（木）～８月２４日（水）は夏季休業のためつながりません。

一般社団法人大阪府サッカー協会　　TEL：06-6441-5881（祝祭日を除く平日10時～18時）
※８月１１日（木祝）～８月１７日（水）は夏季休業のためつながりません。
夏季休業期間中のお問い合わせ先：jfa_academy_sakai@jfa.or.jp（選考試験専用）

１次選考試験

２次選考試験

最終選考試験

内　容 合格発表

※GKでの受験を希望した選手は上記の他にGK専門技術テストも行います（出願の際に希望した受験者のみ）。
※最終選考試験合格者には、医療機関で心エコー検査をし、その受診結果を送付していただきます。検査結果によっては、入校を再
検討させていただく場合があります。なお、検査にかかる費用は受験者負担となります。

実技テスト（スキルテスト・フィジ

カルテスト・ゲーム等）

実技テスト（スキルテスト・フィジ

カルテスト・ゲーム等）、作文、

学力テスト、その他

実技テスト（スキルテスト・フィジ

カルテスト・ゲーム等）、作文、メ

ディカルチェック、面接、その他

８月２６日（金）12:30 頃 JFA アカデミー HPにて

発表（受験番号のみ）。合格者へは９月９日（金）ま

でに郵送にて２次選考試験の案内を送付します。配

達日は地域によって異なりますので、ご了承ください。

１０月７日（金）までに郵送にて結果を送付。合格者

へは最終選考試験の案内を同封します。配達日は地域

によって異なりますので、ご了承ください。

１１月７日（月）までに受験者全員へ郵送にて結果を

送付。配達日は地域によって異なりますので、ご了

承ください。

協力　株式会社モルテン

JFAアカデミー今治

1. 募集学年・人数
2023 年 4 月に中学 1 年生となる女子（現在小学6年生の女子）　12 名程度

2. 出願資格
① 2010年 4月 2日～ 2011年 4月 1日出生（2023年 3月小学校卒業見込み）の女子

②原則として日本国籍を有する者

③健康である者

④原則として週末および長期休暇（アカデミーの活動の無い日）に帰省することが可能な者

　※帰省・帰寮にかかる費用は本人負担となります（距離・手段によっては学割取得可能）

3. 選考試験日程・開催場所

1 次選考試験

2 次選考試験

最終選考試験

９月３日（土）  　　　　　　　　　　　　 
桜井海浜ふれあい広場サッカー場［愛媛県今治市］  

（予備日）９月４日（日） 

９時から１７時で実施予定　※4時間程度

１０月22日（土）～23日（日） 　　　　 
桜井海浜ふれあい広場サッカー場［愛媛県今治市］

（予備日）１０月29日（土）～３0日（日）

１泊２日、もしくは宿泊を伴わない２日間

１２月3日（土）～4日（日）　　　　　  桜井海浜ふれあい広場サッカー場［愛媛県今治市］

１泊２日、もしくは宿泊を伴わない２日間

※原則として雨天決行としますが、天候等の事情により実施が不可能な場合は延期します。
　（１次・２次選考試験は予備日で実施いたします）
※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、試験は延期や中止となる場合があります。ご了承ください。
※保護者の見学については、実技テストのみ所定の場所から見学可能です。

4. 出願締切
８月 10日（水）15:00
※希望ポジションは受付順で優先されます。
※８月23日（火）までに受験案内（メール）が届かない場合は「１０. お問い合わせ先」までご連絡ください。
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5. 出願方法
保護者がパソコン、スマートフォン等で「JFA アカデミー入校選考試験　出願案内ページ」

（ http://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/application.html

右のQR コードからもアクセス可）へアクセスし、出願申込ページより個人情報を入力し、

出願手続きを行ってください。

なお、途中保存はできませんので、下記個人情報を準備の上、出願してください。

【必要な個人情報】

6. 受験料

氏名・自宅住所・国籍・小学校名・生年月日・身長・体重・足のサイズ・利き足・チーム名・

得意なポジション・サッカー歴・選抜 /トレセン参加歴・希望受験区分（フィールドプレーヤー、

ゴールキーパー、両方）・希望ポジション（下記より選択）・アレルギー（食物・薬物）・既往歴（下

記参照）・怪我

【既往歴】　※発症した年齢も入力

貧血・喘息・高血圧・心臓病・腎炎・肝炎・胃十二指腸潰瘍・てんかん・その他以前入院、

手術を受けた場合は病名

氏名・連絡先（携帯番号）・両親の身長

受験者の情報

保護者の情報

※「JFA アカデミー福島」（p.1）、「JFA アカデミー堺」（p.4）も併願
して受験することができます。それぞれ詳細をご確認ください。

＜JFA アカデミー福島と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFAアカデミー福島の１次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

＜JFA アカデミー堺と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFA アカデミー堺の２次選考試験に合格した場合、JFA アカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

※受験料の支払方法は後日受験案内書にてお知らせします。
※複数校併願受験の場合、受験料はアカデミーごとに必要です。

①GK

③

⑤

②④

⑥⑧
⑦

受験料

1次選考試験

2次選考試験

最終選考試験

4,000 円

宿泊：15,000 円
宿泊なし：10,000 円

宿泊：15,000 円
宿泊なし：10,000 円

7. 選考方法・合格発表

8. 入校意志確認書提出締切日
12月 1９日（月）

９. 健康チェックシート
受験ごとに健康チェックシートの提出が必要となります。受験日の２週間前からの健康観察（検温等）が必

要となりますので、最終ページの「健康チェックシート」をコピーしてご使用いただくか、HPよりダウンロー

ドください。

10. お問い合わせ先
JFA アカデミー今治　　TEL：0898-55-8300（祝祭日を除く平日13時～22時）
※７月21日（木）～８月29日（月）は夏季休業のためつながりません。
　夏季休業期間中のお問い合わせ先
　メール：jfa-academy@imabari-shimanami-sportsclub.org
　NPO 法人今治しまなみスポーツクラブ（今治市営中央体育館内）　TEL：0898-24-2351（9時～18時）

１次選考試験

２次選考試験

最終選考試験

内　容 合格発表

※GKでの受験を希望した選手は上記の他にGK 専門技術テストも行います（出願の際に希望した受験者のみ）。
※最終選考試験合格者には、医療機関で心エコー検査をし、その受診結果を送付していただきます。検査結果によっては、入校を再
検討させていただく場合があります。なお、検査にかかる費用は受験者負担となります。

実技テスト（スキルテスト・フィジカル

テスト・ゲーム等）

実技テスト（スキルテスト・フィジカル

テスト・ゲーム等）、作文、その他

実技テスト（スキルテスト・フィジカル

テスト・ゲーム等）、作文、学力テスト、

メディカルチェック、面接、その他

9月 7日（水）までに受験者全員へ郵送にて結

果を送付。合格者へは、9 月 16 日（金）まで

に郵送またはメールにて 2 次選考試験の案内を

送付します。配達日は地域によって異なります

ので、ご了承くだい。

10月 28日（金）までに郵送またはメールにて

結果を送付。合格者へは最終選考試験の案内を

同封します。配達日は地域によって異なります

ので、ご了承ください。

12 月 7 日（水）までに受験者全員へ郵送にて

結果を送付。配達日は地域によって異なります

ので、ご了承ください。
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5. 出願方法
保護者がパソコン、スマートフォン等で「JFA アカデミー入校選考試験　出願案内ページ」

（ http://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/application.html

右のQR コードからもアクセス可）へアクセスし、出願申込ページより個人情報を入力し、

出願手続きを行ってください。

なお、途中保存はできませんので、下記個人情報を準備の上、出願してください。

【必要な個人情報】

6. 受験料

氏名・自宅住所・国籍・小学校名・生年月日・身長・体重・足のサイズ・利き足・チーム名・

得意なポジション・サッカー歴・選抜 /トレセン参加歴・希望受験区分（フィールドプレーヤー、

ゴールキーパー、両方）・希望ポジション（下記より選択）・アレルギー（食物・薬物）・既往歴（下

記参照）・怪我

【既往歴】　※発症した年齢も入力

貧血・喘息・高血圧・心臓病・腎炎・肝炎・胃十二指腸潰瘍・てんかん・その他以前入院、

手術を受けた場合は病名

氏名・連絡先（携帯番号）・両親の身長

受験者の情報

保護者の情報

※「JFA アカデミー福島」（p.1）、「JFA アカデミー堺」（p.4）も併願
して受験することができます。それぞれ詳細をご確認ください。

＜JFA アカデミー福島と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFAアカデミー福島の１次選考試験に合格した場合、JFAアカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

＜JFA アカデミー堺と JFA アカデミー今治の併願受験者＞
　JFA アカデミー堺の２次選考試験に合格した場合、JFA アカデミー
今治の２次選考試験の受験は必要ありません。

※受験料の支払方法は後日受験案内書にてお知らせします。
※複数校併願受験の場合、受験料はアカデミーごとに必要です。

①GK

③

⑤

②④

⑥⑧
⑦

受験料

1次選考試験

2次選考試験

最終選考試験

4,000 円

宿泊：15,000 円
宿泊なし：10,000 円

宿泊：15,000 円
宿泊なし：10,000 円

7. 選考方法・合格発表

8. 入校意志確認書提出締切日
12月 1９日（月）

９. 健康チェックシート
受験ごとに健康チェックシートの提出が必要となります。受験日の２週間前からの健康観察（検温等）が必

要となりますので、最終ページの「健康チェックシート」をコピーしてご使用いただくか、HPよりダウンロー

ドください。

10. お問い合わせ先
JFA アカデミー今治　　TEL：0898-55-8300（祝祭日を除く平日13時～22時）
※７月21日（木）～８月29日（月）は夏季休業のためつながりません。
　夏季休業期間中のお問い合わせ先
　メール：jfa-academy@imabari-shimanami-sportsclub.org
　NPO 法人今治しまなみスポーツクラブ（今治市営中央体育館内）　TEL：0898-24-2351（9時～18時）

１次選考試験

２次選考試験

最終選考試験

内　容 合格発表

※GKでの受験を希望した選手は上記の他にGK 専門技術テストも行います（出願の際に希望した受験者のみ）。
※最終選考試験合格者には、医療機関で心エコー検査をし、その受診結果を送付していただきます。検査結果によっては、入校を再
検討させていただく場合があります。なお、検査にかかる費用は受験者負担となります。

実技テスト（スキルテスト・フィジカル

テスト・ゲーム等）

実技テスト（スキルテスト・フィジカル

テスト・ゲーム等）、作文、その他

実技テスト（スキルテスト・フィジカル

テスト・ゲーム等）、作文、学力テスト、

メディカルチェック、面接、その他

9月 7日（水）までに受験者全員へ郵送にて結

果を送付。合格者へは、9 月 16 日（金）まで

に郵送またはメールにて 2 次選考試験の案内を

送付します。配達日は地域によって異なります

ので、ご了承くだい。

10月 28日（金）までに郵送またはメールにて

結果を送付。合格者へは最終選考試験の案内を

同封します。配達日は地域によって異なります

ので、ご了承ください。

12 月 7 日（水）までに受験者全員へ郵送にて

結果を送付。配達日は地域によって異なります

ので、ご了承ください。
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