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2013年度 公益財団法人日本サッカー協会 公認B級コーチ養成講習会 

[公益財団法人日本体育協会 公認コーチ] 開催要項 

 

 

１．目    的    全国レベルの選手（主な対象は 18歳以下）の指導ができる人材を養成すると同時 

 に、都道府県の指導者のリーダーとなる人材を育成することを目的にB級コーチ養 

 成講習会を開設します。 

 

２．主    催    公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本体育協会 

 

３．後    援    都道府県体育協会 

 

４．受講資格    (1) 2013年 3月31日現在、満22歳以上であること。 

(2) 公認C級コーチ（旧公認地域スポーツ指導員Ｃ級）の資格を有すること。 

 

５．受講者数    512名（32名×16コース） 

 

６．受講申込    受講を希望する指導者は、受講申込書に必要事項を記入の上、所属する推薦団体 

（都道府県サッカー協会及び各種連盟）へ申し込んでください。 

             

            ■都道府県サッカー協会からの推薦を受ける場合 

             47FAで実施されるトライアルを受け、推薦が決まった方は、受講申込書に必要事項を記入の上、 

所属する都道府県サッカー協会へ送ってください。 

（都道府県サッカー協会にて承認・捺印後、下記日本サッカー協会 講習会受付窓口 へ 

お送りください。） 

 

申込書送付先 ： 〒160-0011東京都新宿区若葉1-10-11若葉 110 ﾋﾞﾙ 2F-A ｴﾙｸﾞﾗﾝﾂ㈱ 

                     日本サッカー協会 講習会受付窓口 公認B級ｺｰﾁ養成講習会 係 

                                         お問合せ：03-5919-3283 講習会受付窓口 

  

■Ｊリーグ、ＪPFA、及び各連盟からの推薦を受ける場合 

受講申込書に必要事項を記入の上、所属する推薦団体（各種連盟）へ申し込んでください。 

各推薦団体は、推薦する指導者に推薦順位を付け、申込書に捺印の上日本サッカー協会へ 

申し込んでください。 

 

     ■JFA推薦を希望する場合 

JFA推薦での受講者選考基準をご確認の上、日本サッカー協会へ申し込んでください。 

     ※JFA推薦での受講者選定基準 

① 日本サッカー界への貢献度、JFAの活動への積極的な協力（夢先生など・・・） 

② 海外ライセンス保持者 

③ その他、技術委員会で認めた指導者 

 

申込書送付先 ： 〒113-8311 東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス 10階 

           日本サッカー協会 技術部 公認B級コーチ養成講習会 係 

                       お問合せ：03-3830-1810 技術部 吉久/竹内 
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■申込み締切は  2013年4月5日（金）必着 とし、締切後は一切申し込みを受け付けません。 

■受講申込後のコース変更は一切認めません。 

■受講者は、技術委員会承認後、5月理事会にて確定します。 

■受講申込時提出物 

              (1)受講申込書（カラー顔写真添付必須） 

              (2)パスポートコピー （カラー） 1部 

                   ※アジアサッカー連盟（AFC）への登録時に必要となります。 

                   ※本講習会合格者は、「 ＡＦＣ B-Certificate Coach 」 として認定されます。 

                   ※受講申込時に提出がない場合は、AFCへの登録ができませんのでご注意ください。 

                   ※A４サイズの用紙にカラーでコピーをしてください。 

 

              

７．受講料     80,000円 

                 ※宿泊費（１泊3食１万円前後）、交通費は別途受講者負担 

              

８．開催期間   （１）共通科目  集合講習または e-ラーニングにて受講     

                           

集合講習（5泊6日） ： 実技を含む 5日間の講習を受講後、最終日に筆記試験を行う 

 

集合1 ｺｰｽ  10月26日～10月31日     静岡・時之栖    

集合2 ｺｰｽ  11月17日～11月22日       静岡・時之栖    

                                                                

 

              e－ラーニング      ：7月～11月の期間内に各自インターネット上で受講後、下記いずれかの 

日程 （1泊2日）で実技講習（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ科学）と筆記試験を受講する。 

                             

EL①ｺｰｽ   11月 3日～ 11月 4日     静岡・時之栖    

EL②ｺｰｽ   11月11日～11月12日     静岡・時之栖   

EL③ｺｰｽ   12月14日～12月15日     静岡・時之栖 

EL④ｺｰｽ   12月23日～12月24日     静岡・時之栖 

 

 

                （２）専門科目（5泊 6日） 

  

第1コース（北海道） 

前期： 6月24日～ 6月29日       北海道・札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟー ｸ   

                         後期： 9月23日～ 9月28日 

 

             第2コース(東北) 

前期：  7月13日～ 7月16日      青森・五戸ひばり野公園  

中期：  9月14日～ 9月17日      山形・米沢総合公園 

後期： 11月23日～11月26日       宮城・松島ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀ  ー
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第3コース（関東） 

前期： 6月17日～6月22日        茨城・鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟー ﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

                           後期：11月8日～11月13日  

 

             第4コース（北信越） 

前期： 6月10日～ 6月15日        石川・和倉温泉 

後期：11月11日～11月16日 

 

             第5コース（東海）   

前期：  6月7日～ 6月12日         静岡・時之栖  

後期： 12月9日～12月14日 

 

             第6コース（関西） 

                           前期：  7月1日～ 7月6日        兵庫・ｱｽﾊﾟ五色  

                           後期： 12月2日～12月7日         大阪・J-GREEN堺 

 

             第7コース（中国） 

                           前期： 6月24日～ 6月29日      広島・千代田運動公園  

                           後期：12月  2日～12月  7日      広島・ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ広島ｽﾀｼﾞｱﾑ 

 

             第8コース（四国） 

                           前期：  6月10日～ 6月15日       高知・春野総合運動公園 

                           後期： 12月  9日～12月14日         

 

             第9コース（九州） 

前期：  6月  4日～ 6月 9日       鹿児島・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾞﾙﾌﾘｿﾞー ﾄ京ｾﾗ                           

後期： 10月18日～10月 23日 

 

             第10コース（J ﾘｰｸﾞ）  

                           前期：  6月 3日～  6月 8日        静岡・時之栖 

                           後期： 11月 5日～11月10日 

           

             第11コース（FC東京） 

                           前期：  7月1日 ～7月6日          東京・東京ｶﾞｽ深川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

                           後期： 12月2日～12月7日 

 

             第12コース（ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟） 

前期： 7月  2日～ 7月 7日        新潟・ｱﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ 

後期：11月25日～11月30日 

 

             第13コース（ｾﾚｯｿ大阪） 

前期： 7月 8日～ 7月13日         大阪・南津守さくら公園ｽﾎﾟー ﾂ広場 

                           後期：12月9日～12月14日 
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第14コース（鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ） 

前期：  6月3日～ 6月 8日         茨城・新日鐵住金総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

後期： 10月7日～10月12日 

 

 

             第15コース（栃木SC） 

前期： 6月  3日～ 6月8日          栃木・那須ｽﾎﾟー ﾂﾊﾟー ｸ 

後期： 9月13日～9月18日 

 

第16コース（JPFA）  

前期：2014年1月  5日～1月10日   静岡・時之栖 

後期：2014年1月14日～1月19日 

 

※第16コースは 2014年度の事業として開催いたしますが、2013年度開催の１～15コースと併せて 

申し込みを受け付けします。  

（JFAの事業・会計年度が 2014年度より 1月～12月に変わります） 

 

 ※第10 ｺｰｽ、16 ｺｰｽは、Jクラブ関係者・選手の受講が優先されます。 

             ※第12～16 ｺｰｽは開催Ｊクラブ（2013年度: FC東京・ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟・ｾﾚｯｿ大阪、鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ、栃木SC） 

からの推薦 各10名の受講が優先されます。 

  

 

９．受講者枠     (1)  都道府県協会推薦 331名 

 (2)  Ｊリーグ推薦  60名 

(3)  JPFA推薦            20名 

 (4)  ＪＦＬ推薦            12名 

  (5)  全日本大学連盟推薦  12名 

                (6)  日本クラブユース連盟推薦 10名 

                (7)  女子委員会推薦  8名 

 (8)  全国社会人連盟推薦 4名 

 (9)  全国専門学校連盟推薦 2名 

 (10) 開催Jクラブ推薦 *       50名 ( 2013年度：各クラブ 10名×5 

FC東京、ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟、ｾﾚｯｿ大阪、鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ、栃木SC) 

            (11) JFA推薦 *  若干名           

              

             ※ (10)  ： 開催クラブより JFAへ申込む 

※ (11)  ： JFAへ直接申込む 

 

 


