
クラブ W カップ指導者研修 2010 IN UAE



目的 兵庫県サッカー協会では兵庫国体以降の目標として『2009 の約束』を掲げた。

この目標を達成するために兵庫県に所属する指導者に“兵庫に生まれ育つ個を今

まで以上に高いレベルへと育成し、ひいてはチームの強化・日本を代表する個の

育成”をより一層意識し日々の指導の現場に立ってほしいと願っている。まさに

指導者の強化を図らなければならない時期と考えている。

そこでこのたびイタリアサッカー協会とアラブ首長国連邦(以下 UAE)協会の協

力を受け、クラブ W 杯の視察や UAE サッカー協会との交流(UAE プロクラブ視

察)を行うことにより国際的な指導者に成長する一助とし、強化育成を実践できる

指導者養成を目的としたい。

名称 クラブ W 杯指導者研修２０１０ IN UAE

開催日 2010 年 12 月 13 日（月）から 2010 年 12 月 20 日（月）７泊８日(機中 1 泊)

訪問地 アラブ首長国連邦

主催 兵庫県サッカー協会

後援 兵庫県教育委員会（案）

協賛 ㈱ウィンスポーツ、NPO 法人 Cento Cuore

協力 UAE サッカー協会

日程 別紙日程表による

視察予定 UAE プロクラブ視察…アル・ナサル、アル・シャバブ etc

クラブ W 杯準決勝進出チームのトレーニング

試合視察 2010 年１2 月 18 日クラブ W 杯 3 位決定戦・決勝

2010 年 12 月 15 日クラブ W 杯準決勝２試合

カード未定 計 4 試合視察予定

費用 研修会費用 22 万円以内 （税込み）

～費用に含まれる物～

① UAE 国内宿泊費。（１泊３食付き）

② 日本出発・UAE 国内帯同通訳料。

③ UAE 国内移動費。

④ クラブ W 杯４試合分観戦入場料

⑤ UAE トップクラブチーム・育成年代練習視察コーディネート費用｡

⑥ ドバイ観光・UAE サッカー協会訪問コーディネート費用

⑦ 日本-UAE 間の航空運賃。

～費用に含まれない物～

① 超過手荷物料金。

② 通信料金。（日本国内へは約 40 分 1000 円程度）

③ パスポート取得費用。

④ 自宅⇔日本出入国空港間の交通費。

⑤ 海外旅行傷害保険加入料。

⑥ その他雑費

参加人数 最大 10 名（それ以上は先方の都合で受け入れできません）



その他

パスポートのチェック（有効期限‐UAE 国法律においてきめられております入国

した時点から数えて満了期間が３ヶ月以上ある）や、キャンセルが発生した場合の

処理、飛行機が遅れた場合の対応などすべて各自の責任において行ってください｡

＊航空チケットは現時点では 12～3 万円（燃料チャージ代込）位です。はっきりし

た値段は出ません。また 9 名以下になりますと一人あたりの航空チケット料金は

割高になります。そして、その時点でのレートによっても値段は変わります。

全般のコーディネート

この企画はできるだけ費用を抑えるために全ての日程の責任を参加者各位にお

願いしています｡パスポートの管理、UAE へ入国してからの危機回避などが必要で

す｡しかしながら、海外へお出かけの経験がなく、また様々な不安をお持ちの方に

はアドバイスいたします｡できる範囲で対応いたします｡

このキャンプの主催は参加者各位でございます｡兵庫県サッカー協会・NPO 法人

Cento Cuore は全ての日程の事故など責任は負いません｡

講習会の内容と参加資格

今回の研修はイタリア人指導者および兵庫県サッカー協会技術委員長昌子力が講師

となって

① トヨタカップ出場チームの攻守にわたるチーム分析

② 分析結果の改善トレーニングメニュー立案

③ 指導実践（グラウンド状況による）

④ プロクラブ・ＵＡＥ協会視察

などを行います。

また、下記の件を実践していただけることを持って海外研修会参加資格と致します。

① 帰国後、兵庫フットボールカンファレンスにて成果発表

② その他、数回の伝達講習会開催

③ 報告書作成

を義務付ける。

申し込み方法

別紙申し込み用紙に必要事項をもれなく記入し、兵庫県サッカー協会宛てにファ

ックスにて(FAX 078-232-4647)申し込みを行ってください。

平成 22 年 10 月 20 日(水)17：00 を締め切り期限とさせていただきます。

ファックスを送信後、申込用紙が送信されているかの確認を確実に行ってください。

いかなる場合でも FAX 未到着であれば受付致しかねます。

また、参加希望者が多数の場合は兵庫県サッカー協会技術委員会内で人選をさせ

て頂きます。選考基準は

１、協会内で懲罰履歴がないこと

２、参加者の指導対象種別が分散すること

３、協会内の業務に協力的であること

４、現在、指導現場に立っていること

５、できれば今後各地域のトレセンの中心的存在になる意思があること

などを考慮します。



帯同日本人スタッフ： 講師 昌子力

資格 １９８６年 日本サッカー協会公認リーダー資格取得

１９９４年 ㈶ 日本体育協会、㈶ 日 本 サ ッ カ ー 協 会 公 認

競技力向上コーチＣ級資格取得

１９９６年 ㈶ 日本体育協会、㈶ 日 本 サ ッ カ ー 協 会 公 認

競技力向上コーチＢ級資格取得

１９９７年 アジアサッカー連盟公認Ｃライセンス取得

２００８年 日本サッカー協会公認Ｓ級ライセンス取得

役職 日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチ(２００５～０６)

日本サッカー協会公認Ｂ級コーチインストラクター（２００５・０６）

日本サッカー協会全日本ユース選手権大会実施委員会委員（１９９９～０１）

関西クラブユースサッカー連盟理事（１９９０～２００８）

兵庫県サッカー協会技術委員会委員・（１９９９～現在）２００７より委員長

兵庫県サッカー協会３種委員会委員・クラブ担当（１９９６～２００８）

神戸市サッカー協会技術委員会強化部長（１９９８～２００３）

神戸市サッカー協会技術委員会委員長（２００４～２００８）

兵庫県国体少年選抜チームコーチ（２０００，２００６）

兵庫県３種（中学生年代）選抜チームコーチ（１９９５～２０００）

兵庫県４種（小学年代）選抜チームコーチ（１９８９～１９９７）

兵庫県レディース選抜チームコーチ（２０００～現在）

神戸市４種（小学生年代）選抜チームコーチ（１９８８～１９９５）



帯同日本人スタッフ：河村優

資格 ヨーロッパサッカー協会公認 B 級

イタリアサッカー協会公認「Allenatore di base」

イタリアサッカー協会・オリンピック委員会公認「Istruttore di scuola

calcio」

日本サッカー協会公認 A 級コーチ

教員免許資格「中学校社会科」「高校地歴科」「高校公民科」

自動車普通・大型 1 種免許

イタリアにおける指導実績

２００３～２００４年イタリアペルージャ市 A.P.D.Montemorcino

U-１５コーチ

２００３～２００４年ペルージャ外国人大学監督

２００４～２００５年イタリアペルージャ A.P.D.Montemorcino

U-１２監督

２００５～２００６年イタリアペルージャ A.P.D.Montemorcino

U-１６監督

２００５～２００６年イタリアペルージャ A.P.D.Montemorcino

セリエ C 女子トップチーム監督

２００５～２００６年 FC．ユヴェントスサッカースクール

指導者講習レベル３修了

２００５～２００６年 FC．ユヴェントスサッカースクールコーチ

イタリアにおける通訳実績

２００４年 静岡高校国体強化選抜イタリアキャンプ通訳帯同

２００５年 ジェフ市原・千葉辰巳台 U-14 バスティア国際

トーナメント大会参加通訳帯同

２００３～２００５年 FC フレスカ神戸イタリアキャンプ通訳帯同

２００６年 FC フレスカ神戸 U-14 バスティア国際トーナメント

大会参加通訳帯同

２００８年 S 級ライセンス海外研修オーガナイズ兼通訳

姫路獨協大学監督 昌子力氏

研修先 イタリアセリエ A ジェノア CFC/リヴォルノ

UAE 現地交渉人：シモーネ・ビアンコーニ



時間 場所 内容
２１：５０
２３：５０

関西空港
出発（QR８０３） 空路、カタール経由アブダビ

６：０５ ドーハ着

７：５０ ドーハ発（QR１２４）

９：４５ アブダビ着

１１：００ ホテル着 【TAXI】にて移動

１２：００ 昼食

午後 クラブW杯準決勝視察①

夕食

７：３０ アブダビ 朝食

９：３０ 講義 講師：イタリアサッカー協会公認コーチ

クラブW杯準決勝分析&ディスカッション

１１：００
１２：００ 昼食

午後 クラブW杯準決勝視察②

夕食

７：３０ アブダビ 朝食

８：３０ ドバイへ移動

１１：００ ドバイ UAEサッカー協会訪問

１２：００ 昼食

午後 ドバイプロサッカークラブ視察

夕食

【UAEサッカー協会・兵庫県サッカー協会懇親会】

７：３０ ドバイ 朝食

８：３０ アブダビへ移動

１１：００ アブダビ 講義 講師：イタリアサッカー協会公認コーチ

クラブW杯準決勝分析&ディスカッション

１２：００ 昼食

午後 クラブW杯決勝チームTR視察

夕食

７：３０ アブダビ 朝食

９：３０ 講義 講師：イタリアサッカー協会公認コーチ

１１：００ クラブW杯決勝展望&ディスカッション

１２：００ 昼食

午後 アブダビ観光

クラブW杯決勝視察

夕食

７：３０ アブダビ 朝食

９：３０ 講義 講師：イタリアサッカー協会公認コーチ

１１：００ クラブW杯決勝分析&ディスカッション

１２：００ 昼食

午後 アブダビプロサッカークラブ視察

夕食

２３：５５ アブダビ発（QR１２９） 空路、ドーハ経由日本へ

２３：５１ ドーハ着

１：００ ドーハ発（QR８０２）
１６：３０ 関西空港着 解散

2010/12/19（日）

2010/12/20（月）

日時

2010/12/13（月）

2010/12/14（火）

2010/12/15（水）

2010/12/16（木）

2010/12/17（金）

2010/12/18（土）


