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１．はじめに ～JFAアカデミー福島との違い～

①活動期間は、中学校の３年間。
②対象は女子のみ。
③平日（中学校の活動のある日）はJFAアカデミー今治専用寮（旧上朝小学校）に寄

宿しながら、中学校・JFAアカデミーで活動。毎週末及び長期休暇（春、夏、冬休
み等）には帰宅する。

④ＪＦＡアカデミーでのチーム登録は行わず、選手は個々に自宅近くのチームに所属し、
帰宅時にはその所属チームで活動する。

２．募集学年・人員

２０１５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

３．出願資格

①２００２年４月２日～２００３年４月１日出生（２０１５年３月小学校卒業見込）の女子
②原則として日本国籍である者
③健康である者
④中学校の活動のない日（週末および長期休暇）に、帰宅することが可能な者
※帰宅費用は本人負担となります。

４．選考方法

以下の日程で３段階の試験を行い、選考委員が合否を決定します。
１次選考試験 １０月４日（土）

１０月５日（日）
２次選考試験 １１月８日（土）～９日（日） ※１泊２日
最終選考試験 １２月５日（金）～７日（日） ※２泊３日

会場（全日程）： 桜井海浜ふれあい広場サッカー場 [愛媛県今治市]

※１次選考試験の試験日は、原則として先着順により決定します。
よって、希望に添えない場合がありますので、予めご了承下さい。
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５．出願期間・方法

方法： ：「６．提出書類」を書留郵便にて送付してください。
その他の提出方法は受け付けません。

提出先 ：〒１１３－８３１１東京都文京区サッカー通りＪＦＡハウス
公益財団法人日本サッカー協会ＪＦＡアカデミー事務局

提出締切 ：２０１４年９月１８日（木） 必着
９月２９日（月）までに受験通知書が届かない場合は、「１３．お問合せ
先」までご連絡ください。

６．提出書類

下記書類を、封筒（角２：３３２×２４０ｍｍ）に入れ、表に「ＪＦＡアカデミー今治願書在
中」と明記してください。

①願書（様式１）
②個人調査書（様式２）
③健康調査書（様式３）
④ポジション調査書（様式４）
⑤顔写真１枚

縦４ｃｍ×横３ｃｍ、上半身・脱帽・正面向き、白黒・カラーいずれも可、
最近３ヶ月以内に撮影、裏面に氏名を記入し、願書（様式１）に貼付す
る。

⑥１次選考試験受験料納付控（「７．選考試験 受験料」参照）
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７．選考試験 受験料

１次選考試験 ３，０００円
２次選考試験 １０，０００円
最終選考試験 ２０，０００円

※会場までの交通費、前泊・後泊等必要な場合の宿泊費など、個人的経費に関して
は、本人負担とします。
２次選考試験（１泊２日）、最終選考試験（２泊３日）の宿泊費・食費については当
方にて負担します。
最終選考試験受験者は健康診断、最終合格者は心エコー検査の費用が別途必
要となります。

１次選考試験受験料 支払方法：
願書提出期日までに下記口座にお振込みください。
必ず受験者本人の名前でお振込みください。
なお、ＡＴＭで手続きをする際、口座名義人が全て表示されない場合がありま
すがお振込には問題はありません。

三菱東京ＵＦＪ銀行 渋谷支店 普通預金 ３８２２４５７
公益財団法人日本サッカー協会 会長 大仁邦彌 アカデミー受験口

一度支払われた受験料は、いかなる場合でも返金いたしません。
２次・最終試験受験料の支払方法等については、各合格者にご案内します。

備考： 誤って保護者の方のお名前でお振込みされた場合は、納付控にその旨ご記
入ください（改めてご連絡頂く必要はありません）。
ATMで手続きをする場合は「利用明細票」を納付控として送付ください（コピー
可）。
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８．１次選考試験

会場 ：桜井海浜ふれあい広場サッカー場 [愛媛県今治市]

期日 ：１０月４日（土）
１０月５日（日）
※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。
希望日を願書（様式１）の該当箇所に記入してください。
受験日は出願の先着順に決定し、受験通知書にて案内します。

持ち物 ：①受験通知書
②参加承諾書（受験通知書とともに送付します。）
③筆記用具
④サッカーの実技ができる服装
⑤スパイクまたはトレーニングシューズ（人工芝用シューズ）
⑥保険証

選考方法 ：以下を選考委員が総合的に評価し、合格者を決定します。
①書類審査
②実技テスト スキルテスト

フィジカルテスト
ゲーム 他

○ＧＫ専門技術テスト ※願書（様式１）にて希望した者のみ。

保護者の見学：実技テストは所定の場所から見学可能です。

合格発表 ：１０月１０日（金）に受験者全員へ結果を送付します。配達日は地域によっ
て異なりますので、ご了承ください。
合否に関するお問い合わせは一切受け付けません。
合格者には２次選考試験に関する案内を送付します。

その他 ：集合場所・時間、解散場所・時間は受験通知書にて案内します。
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９．２次選考試験

会場 ：桜井海浜ふれあい広場サッカー場 [愛媛県今治市]

期日 ：１１月８日（土）～９日（日） １泊２日
※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。

選考方法 ：以下を１泊２日で行い、選考委員が総合的に評価し、合格者を決定しま
す。
①書類審査

学校の成績等も選考の対象となります。
②実技テスト スキルテスト

フィジカルテスト
ゲーム 他

○ＧＫ専門技術テスト ※願書（様式１）にて希望した者のみ。

保護者の見学：実技テストは所定の場所から見学可能です。
受験者が宿泊する施設での同宿はできません。

合格発表 ：１１月１４日（金）に受験者全員へ結果を送付します。配達日は地域によっ
て異なりますので、ご了承ください。
合否に関するお問い合わせは一切受け付けません。
合格者には最終選考試験に関する案内を送付します。

その他 ：集合場所・時間、解散場所・時間、提出書類、持ち物等は１次選考試
験合格者に案内します。
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10．最終選考試験

会場 ：桜井海浜ふれあい広場サッカー場 [愛媛県今治市]

期日 ：１２月５日（金）～７日（日） ２泊３日
※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。

選考方法 ：以下を２泊３日で行い、選考委員が総合的に評価し、合格者を決定しま
す。
①書類審査
②実技テスト スキルテスト

フィジカルテスト
ゲーム 他

○ＧＫ専門技術テスト ※願書（様式１）にて希望した者のみ。
③筆記テスト（作文他）
④面接
⑤メディカルチェック
⑥保護者面接（日時・場所等は別途案内）

保護者の見学：実技テストは所定の場所から見学可能です。
受験者が宿泊する施設での同宿はできません。

合格発表 ：１２月１８日（木）に受験者全員へ結果を送付します。配達日は地域によっ
て異なりますので、ご了承ください。
合否に関するお問い合わせは一切受け付けません。
合格者にはアカデミー入校の手続きに関する案内を送付します。
なお、アカデミー入校に辞退者が出た場合、繰り上げ合格となる可能性
があります。その際には対象者に連絡します。

その他 ：集合場所・時間、解散場所・時間、提出書類、持ち物等は２次選考試
験合格者に案内します。
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11．最終合格者 手続

【心エコー検査結果の提出】
医療機関で心エコー検査をし、その受診結果を送付してください。
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本人負担となります。
詳細は合格者に送付する案内にてご確認ください。

【JFAアカデミー入校手続】
納付金の振り込み、提出書類の送付をもって、アカデミー入校の申し込みとします。
詳細は合格者に送付する案内にてご確認ください。
納付金 ：１００，０００円（入校手続金１５０，０００円の内金として）

一度支払われた納付金は、いかなる場合でも返金いたしません。
なお、期日までに納付金の振り込みがない場合、入校辞退と判断す
ることがあります。

書類送付 ：必要書類をＦＡＸ（または郵送）にて送付してください。
締切 ：１月中旬

【中学校入学手続】
今治市立朝倉中学校の入学手続に関する詳細等は、対象者に案内します。

【入寮手続】
寄宿舎での生活に関する詳細は、対象者に案内します。

12．初年度納付金

サッカーの活動に係わる費用やＪＦＡが行うカリキュラムに係わる費用などは当方で負担
します。
学費、学校の教材費、帰宅費用などは本人負担となります。

活動費減免 ：家庭の経済事情等を考慮し、活動費の減免を認める場合があります。
詳しくは「１４．お問合わせ先」までお問い合わせください。

内容 金額 納付時期／金額 備考

入校手続金 １５０，０００円
２０１５年１月 １００，０００円
２０１５年３月 ５０，０００円

初年度のみ

活動費 ９６０，０００円 ２０１５年４月から 毎月８０，０００円

計 １，１１０，０００円
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13．説明会

本アカデミーをよりご理解いただくために、以下の日時・会場で説明会を開催いたします。
実施時間は約1時間を予定しています。
説明会へのご参加については、事前の申込みは必要ございません。当日、開始時刻ま
でに直接会場にお越しください。
保護者やチーム関係者の方など、どなたでもご参加いただけます。
なお、説明会へのご参加は、受験資格・合否には一切関係ありません。
※日程は変更になる場合があります。最新の情報はJFAアカデミーのホームページにて
ご確認ください。

①８月１８日（月）１９：００～ 今治地域地場産業振興センター
〒７９４-００４２ 愛媛県今治市旭町２-３-５

②８月１９日（火）１４：００～ 岡山市民会館
〒７００-０８２３ 岡山県岡山市北区丸の内２-１-１

③ ８月１９日（火）１９：００～ RCC文化センター
〒７３０-００１５ 広島県広島市中区橋本町５-１１

④８月２０日（水）１０：００～ ホテル千秋閣
〒７７０-０８４７ 徳島県徳島市幸町３-５５

⑤８月２２日（金）１９：００～ 松山市総合コミュニティセンター
〒７９０-００１２ 愛媛県松山市湊町７-５

⑥８月２３日（土）１４：００～ 高知共済会館コミュニティスクエア
〒７８０-０８７０ 高知県高知市本町５-３-２０

⑦８月２４日（日）１０：００～ 高松センタービルTCB会議室
〒７６０-００２３ 香川県高松市寿町２-４-２０

⑧８月２４日（日）１８：００～ リファレンスリバーサイド貸会議室
〒８１２-００１３ 福岡県福岡市博多区博多駅東３-１５-16-2F

14．お問合せ先

公益財団法人 日本サッカー協会 ＪＦＡアカデミー事務局
ＴＥＬ．０３－３８３０－１８９０ （祝祭日を除く月曜～金曜 １０：００～１７：００）

ＦＡＸ. ０３－３８３０－１８１４



様式1 【願書】

JFAアカデミー今治
2015年度入校生選考試験 願書

記入上の注意
①黒ボールペンを使用してください。
②自己アピール・志望理由は必ず受験者本人が記入してください。
③※の欄は記入不要です。

受験者氏名

保護者氏名

現　住　所

国　籍

を記入してください

〒

保護者連絡先
電話番号等

フリガナ

フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人との関係

印

※受験番号

写真貼付

上半身・脱帽・正面向き
白黒・カラーいずれも可
最近３ヶ月以内に撮影

縦４cm×横３cm

自己アピール

志望理由

特記事項

（必ず本人が記入）

（必ず本人が記入）

*上記に関する個人情報は本入校試験についてのみ使用し、試験終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

自宅 TEL    自宅 FAX

自宅以外の緊急連絡先（携帯電話または勤務先など）＊勤務先の場合は勤務先名を記入してください。

   携　帯　　　　　-　　　　　-　　　　　　　（続柄：　　　　　）

　勤務先　　　　　-　　　　　-　　　　　　　（勤務先名：　　　　　　　　　　　　　　　　）

希望受験区分
① フィールドプレーヤーとして受験　② ゴールキーパーとして受験　③ FP/GKどちらも受験希望区分に○を

つけてください

□ 日本　　　□ 日本以外（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

学校名

学校所在地 （市区町村まで記入）

希望順位

１次選考試験

希望日

10月 4日（土） 　桜井海浜ふれあい広場サッカー場

10月 5日（日） 　桜井海浜ふれあい広場サッカー場

希望順位を1から順に記入してください。

キ
リ
ト
リ
線

アカデミー2015今治_願書_キリトリ付.ai   1   14/08/08   9:21



様式2 【個人調査書】

JFAアカデミー今治
2015年度入校生選考試験 個人調査書

*上記に関する個人情報は本入校試験についてのみ使用し、試験終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

氏名　            生年月日  　20 　　年　   月　  日

都道府県　  　　  都 道 府 県

身長　　　　   cm　　　　　体重　　　　   kg　　　　足のサイズ　　　  　cm

所属チーム名（現在所属しているサッカーチームがある場合）： 

サッカー歴：　　　　   年
（選抜・トレセン参加歴等があれば、男子と一緒のトレセンか女子だけのトレセンかなどがわかるようにそれも書いてください）

得意なポジション：         利き足：

得意なプレー：

サッカー以外のスポーツ歴：

スポーツ面での自己アピール：

学校等で測定した記録があれば書いてください。

50ｍ走　  　　　　　秒    20ｍシャトルラン　　　　　　回

小学校1年生から6年生までの身長測定の記録

小1　　　cm　/　小2　　　cm　/　小3　　　cm　/　小4　　　cm　/　小5　　　cm　/　小6　　　cm

 

親の身長（わかる範囲でご記入ください）

将来の夢：
（必ず本人が記入）

※受験番号
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様式3 【健康調査書】

JFAアカデミー今治
2015年度入校生選考試験 健康調査書

*上記に関する個人情報は本入校試験についてのみ使用し、試験終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

氏名　            生年月日  　20   　年　　 月　　日

１．現在の健康状態について（保護者が記載してください）

　　現在、病気にかかって通院治療をしていますか？

 ①していない

 ②している

 　病名： 　   　　　　　　発症日： 西暦  　　年　　 月　 　日

 　通院医療機関名：  

２．今までかかった病気について（保護者が記載してください）

　　 以下の病気が「ある」場合は、□に　印、発症年齢を記入してください。

 □貧血［　　　 歳］ 

 □喘息［　　 　歳］

 □高血圧［　　 　歳］

 □心臓病［　　 　歳］

 □川崎病［　　 　歳］

 □腎炎［　　 　歳］

 □肝炎［　　 　歳］

 □胃十二指腸潰瘍［　　 　歳］

 □てんかん［　　 　歳］

 □その他［　　　 歳／病名         ］

 □以前に受けた手術［　　　 歳／病名       ］

 □輸血［　 　　歳／病名         ］

 □薬物アレルギー［薬品名         ］

 □食物アレルギー［食品名         ］

※受験番号
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様式4 【ポジション確認書】

JFAアカデミー今治
2015年度入校生選考試験 ポジション確認書

*上記に関する個人情報は本入校試験についてのみ使用し、試験終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

氏名

選考試験でゲームを行う際に、個人の特長を発揮しやすいポジションでプレーしていただけるよう、

希望を確認します。第１希望を◎、第２希望を○で囲んでください。

選考試験では複数回ゲームを行いますが、全てのゲームにおいて希望されるポジションでプレーでき

るとは限りませんので、予めご了承ください。

ポジションについての補足説明等がございましたらご記入下さい。

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

GK

※受験番号
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〒113-8311 東京都文京区サッカー通り JFAハウス

お問合せ先
公益財団法人 日本サッカー協会 JFA アカデミー事務局

TEL.  03-3830-1890    FAX.  03-3830-1814
（祝祭日を除く月曜～金曜 １０:００～１７:００）




