
受講決定

 

拝啓 

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。

 さて

定しましたので

のながれ

します。

 

開催日

  

開催場所

受 講

 

＜交通アクセス＞

＜会場についての諸注意＞

駐車場スペースはありませんので、

公共交通をご利用ください。

路上駐車は厳禁です。

迷惑のかからないようにして下さい。

また学校敷地内は禁煙です。

 

 

 

決定者各位

 立春の候

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。

さて，標題の通り

定しましたので

ながれを，下記の通り連絡いたします。ご確認のうえ

します。 

開催日時：2019

2019

※初日の

開催場所：灘中学校・高等学校グラウンド

講 料：10,000

＜交通アクセス＞

JR 神戸線「住吉」駅から東へ徒歩約

阪神本線「魚崎」駅から北へ徒歩約

阪急神戸線「岡本」駅から南西へ徒歩約

 

＜会場についての諸注意＞

駐車場スペースはありませんので、

公共交通をご利用ください。

路上駐車は厳禁です。

迷惑のかからないようにして下さい。

学校敷地内は禁煙です。

者各位 

の候，皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。

標題の通り，仮申込を

定しましたので，ご連絡申し上げます

下記の通り連絡いたします。ご確認のうえ

2019 年 3 月 2

2019 年 3 月 3

初日の受付は

灘中学校・高等学校グラウンド

10,000 円 

＜交通アクセス＞ 

神戸線「住吉」駅から東へ徒歩約

阪神本線「魚崎」駅から北へ徒歩約

阪急神戸線「岡本」駅から南西へ徒歩約

＜会場についての諸注意＞

駐車場スペースはありませんので、

公共交通をご利用ください。

路上駐車は厳禁です。 

迷惑のかからないようにして下さい。

学校敷地内は禁煙です。

2018 年度

受講決定

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。

仮申込をいただきました

申し上げます

下記の通り連絡いたします。ご確認のうえ

2 日（土） 

日（日） 

受付は 8：00 から開始します。遅れないよう

灘中学校・高等学校グラウンド

神戸線「住吉」駅から東へ徒歩約

阪神本線「魚崎」駅から北へ徒歩約

阪急神戸線「岡本」駅から南西へ徒歩約

＜会場についての諸注意＞ 

駐車場スペースはありませんので、 

公共交通をご利用ください。 

迷惑のかからないようにして下さい。

学校敷地内は禁煙です。 

年度 D 級コーチ養成講習会

受講決定者の方へのお知らせ

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。

きました 201

申し上げます。つきましては

下記の通り連絡いたします。ご確認のうえ

記 

 8：30～17：

 9：00～17：

から開始します。遅れないよう

灘中学校・高等学校グラウンド（兵庫県

神戸線「住吉」駅から東へ徒歩約 10

阪神本線「魚崎」駅から北へ徒歩約 10 分

阪急神戸線「岡本」駅から南西へ徒歩約

 

迷惑のかからないようにして下さい。 

技術委員会

JFA 公認

級コーチ養成講習会

者の方へのお知らせ

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。

2018 年度の D

つきましては，受講決定者の方の

下記の通り連絡いたします。ご確認のうえ．本

 

：00 

：15 

から開始します。遅れないよう

兵庫県神戸市東灘区魚崎北町

10 分  

分  

阪急神戸線「岡本」駅から南西へ徒歩約 20 分 

（一社）神戸市サッカー協会

技術委員会 

公認 D 級講習会

級コーチ養成講習会 

者の方へのお知らせ 

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。

D 級コーチ養成講習会

受講決定者の方の

．本申し込みの手続きをお願いいた

から開始します。遅れないようお越しください。

神戸市東灘区魚崎北町

平成 31 年

（一社）神戸市サッカー協会

 委員長 鍵野

級講習会神戸・淡路コース

担当 梅崎

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は本協会の諸行事にご理解・ご協力頂き誠にありがとうございます。 

級コーチ養成講習会の

受講決定者の方の今後の本申し込み

申し込みの手続きをお願いいた

お越しください。

神戸市東灘区魚崎北町 8 丁目

年 2 月 11 日 

（一社）神戸市サッカー協会 

鍵野 剛一 

神戸・淡路コース 

梅崎 高行 

 

皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

の受講が決

本申し込み

申し込みの手続きをお願いいた

お越しください。 

丁目 5 番 1 号）     

 

 

 

 

 

 

       



【本申し込みの手続きについて】 

1. 受講者個人で，JFA ID取得してください。 

(ア) 方法：JFA の HP から JFA の登録をクリックして KICKOFF のページに進みます。

JFAID 管理システムのページで ID を取得してください。JFA ID を取得したのち，

資格をお持ちの方はそれぞれ紐付けができますので，紐付けをしておいてください。

（審判，キッズ，指導チームなど） 

  

2. 講習会を申し込んでください。 

(ア) 申し込み期間は 2 月 13 日（水）～2 月 22 日（金）17：00 までです。 

(イ) 2 月 13 日以降 KICKOFF にアクセスして頂き，指導者のボタンをクリックして進み，

講習会を選択して期間内に申し込んでください。 

 

3. 受講料のお支払いについて 

(ア) 22 日締め切り後，事務局でお名前を確認し，受講確定とします。受講料支払い依頼

のメールが届きましたら，KICKOFF から受講料（10,000 円）の支払い手続きをし

て頂き，3 月 1 日までに支払いを完了させてください。支払方法はクレジット又は，

コンビニ支払いになります。 

入金時点で申し込み完了となります。支払の手数料は受講者負担となります。 

(イ) 入金が完了せず期限を過ぎると，自動的にキャンセルとなり受講できなくなります。 

(ウ) お申し込み後はいかなる理由があってもキャンセルはできません。受講料も返金で

きませんのでご注意ください。 

(エ) 2 日間の講義をすべて受講いただくことが認定の条件となります。実技が多くござ

いますので，体調を整え，また予定を調整して臨まれてください。 

 

4. コースのスケジュールについては日程をご覧ください。 

(ア) 申し込みについて分からないことがありましたら，兵庫県サッカー協会技術委員会

指導者養成部事務局の森田まで連絡してください。すぐにお返事できない場合があ

りますが，ご了承ください。 

① 森田徹：携帯 090-2319-1478/Email:morita@kobemurano-th.ed.jp 

(イ) その他，神戸・淡路コースに関するお問い合わせは，梅崎（tech-info@kobe-fa.gr.jp）

までご連絡ください



２０１８年度　D級コーチ養成講習会　日程

（神戸・淡路コース） (一社）神戸市サッカー協会

日程 第１日 第２日

会場 灘中学校・高等学校 灘中学校・高等学校

期日 3月2日（土） 3月3日（日）

時間 科目名 講師 科目名 講師

8:00 受付

8:30 開校式（ガイダンス） 受付

9:00 講義①９：００～１０：３０ 講義④９：３０～１０：１５

（コーチング） （メディカル）

講義②１０：４５～１１：３０ 講義⑤１０：３０～１１：１５

11:00 （発育発達・育成像） （審判・ルール）

12:00 昼食（各自で）

実技③１２：３０～１３：４５

13:00 実技①１３：００～１４：００ （サンプル）

（ゲーム）

14:00 実技④１４：００～１５：００

実技②１４：１５～１５：１５ （シュート）

（テクニック）

15:00 講義⑥１５：１５～１６：１５

講義③１５：４５～１６：４５ （実技・振り返り）

（大人の関わり）

筆記試験１６：１５～

ガイダンス

17:00

解散１７：１５予定

★天候等の理由により多少変更する場合があります。

★持ち物：サッカーボール　サッカーの出来る服装　　筆記用具　飲み物　など

当日の昼食は、各自でご持参下さい。

★スパイク・トレーニングシューズでの講義室への入室はお断りします。

　　実技と講義のシューズは分けてください。

★当日は遅れずにご参加ください。



 

以上 

2018年度　Ｄ級サッカー指導者養成講習会（神戸・淡路コース）   2018年3月2日（土）・3日（日）開催

【受講者一覧】 55 名

氏名 チーム 協会 氏名 チーム 協会

1 粟田　暁 西神中央FC 神戸 28 竹澤　 一憲 高砂FC72jr 東播

2 永井　亮 木津SC 神戸 29 茶谷　裕 神戸コスモFC 神戸

3 永井　隆雄 高砂FC'72jr 東播 30 中出　真 塩屋FC 神戸

4 塩谷　哲也 高砂ＦＣ 東播 31 中村　洋平 井吹台サッカークラブ 神戸

5 河村　圭司 ＳＣクリヴォーネ 東播 32 中田　圭司 井吹台サッカークラブ 神戸

6 梶原　颯太 鶴甲SC 神戸 33 中野　完治 ＦＣ玉津 神戸

7 吉本　和弘 34 仲上　公章 ジンガ三木SC 北播

8 宮下　怜 小部キッズFC 神戸 35 長谷 　啓弘 ＦＣ成徳 神戸

9 宮田 　拓也 多井畑FC 神戸 36 長谷川　恭希 志方SFC 東播

10 玉木　英徳 フロールFC 東播 37 東　泰良 鹿の子台FC 神戸

11 坂口　信吾 播磨サッカークラブ 東播 38 東海林　詩基 高砂FC'72Jr 東播

12 坂本　史佳 ＳＣクリヴォーネ 東播 39 藤渕 　英治 鹿の子台FC 神戸

13 阪本　欣信 平岡東フットボールクラブ 東播 40 白石　司 マリノFC 神戸

14 三窪　一輝 東舞子 神戸 41 釆田　崇 横尾SC 神戸

15 三木 若草少年サッカークラブ 神戸 42 樋口卓也 マリノＦＣ 神戸

16 三國　嗣彦 横尾サッカークラブ 神戸 43 尾原　君和 アミティエスポーツクラブ 神戸

17 山本　亮 鹿の子台FC 神戸 44 尾中　宏司 井吹台SC 神戸

18 小田　健太 FCフレスカ神戸 神戸 45 姫田　梢太郎 甲南女子大学フットサル同好会

19 小野　慎太朗 神戸コスモFC 神戸 46 富田　慎太郎 西神中央FC 神戸

20 松本　勇樹 新多聞サッカークラブ 神戸 47 福田　浩二 西宮サッカースクール 西宮

21 上川　幸一 尼崎南サッカークラブ 尼崎 48 北川　 靖浩 港島FC 神戸

22 西原　瑛大 志方SFC 東播 49 木下　裕光 霞ヶ丘SC 神戸

23 西川　圭介 神陵台sc 神戸 50 門　伸一郎 西神中央FC 神戸

24 西村　優 平岡フットボールクラブ 東播 51 國本　勝 王子フットボールクラブ 神戸

25 石井　靖浩 井吹台SC 神戸 52 山畑　浩晃 明石

26 前羽　茂雄 夢野の丘ＳＣ 神戸 53 藤原　嗣久 明石

27 相本　涼太 アミティエスポーツクラブ 神戸 54 島田　英治 明石

28 谷口　智也 多井畑FC 神戸 55 仁井　将太 明石

29 池﨑　真一郎 神戸コスモＦＣ 神戸

受講者の方を決定しました。決定された方は本資料をご確認いただき，

KICKOFFから本申込の手続きを完了していただきますようお願い申し上げます。

期日までに完了いただけない場合，申し込みがキャンセルされますのでご注意ください。

また，お申し込み後はいかなる理由があってもキャンセルできず，受講料をお支払いいただきます。ご注意ください。

公認D級コーチ養成講習会　担当　梅崎 高行 tech-info@kobe-fa.gr.jp

万が一，お名前に漏れがある場合は至急お問い合わせください（梅崎　tech-info@kobe-fa.gr.jp）


