
 

 

2023年度 JFA B級コーチ養成講習会 第 1～第 5 コース／女性コース 
開催要項 

【AFC B Diploma Course】 
【公益財団法人日本スポーツ協会公認コーチ 3】  

 

1. 目的 

アマチュアチーム及びアマチュアレベルの選手（子どもから大人）に質の高い指導ができる人材を養成すると同時
に、C級コーチからレベルアップし、全般的な基礎固めを目指す指導者を養成することを目的とする。 

2. 主催・主管 

公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本スポーツ協会 

3. 後援 

都道府県体育・スポーツ協会 

4. 受講資格 

下記の全ての条件を満たす者であること 
(1) 2023年 4月 1日現在、満 20歳以上であること 
(2) 有効な JFA C級コーチライセンス（または、有効な C級相当以上の海外コーチライセンス）を保有している

こと 

5. 受講者数 

【第 1～第 5 コース】 
120名（24名×5 コース） 
 
【女性コース】 
24名（最少催行人数︓14名） 

6. 受講申込 

【第 1～第 5 コース】 
受講を希望する指導者は、受講申込書に必要事項を記入いただき、必ず期日内にお申し込みください。 
※申込締切後は一切申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。 
 

■都道府県サッカー協会からの推薦を受ける場合 
都道府県サッカー協会からの推薦が決まった方は、受講申込書（Excel データ）に必要事項を入力し、顔写真
データを所定の位置に貼付の上、所属する都道府県サッカー協会へ送信してください。 
都道府県サッカー協会は、全ての推薦者からの申込書を集約し、JFA へ送信してください。都道府県サッカー協
会からの JFA へのデータ送信期限は下記のとおりとなりますので、都道府県サッカー協会での締め切りを必ずご確
認の上、お申し込みくださいますよう、お願いします。 
 
▶47都道府県サッカー協会一覧はこちら 
 
都道府県サッカー協会から JFA への申込書データ送信期限 ︓ 2023年 3月 24日（金） 
データ送信先 ︓ jfa_b_license_course@jfa.or.jp 
メールタイトル ︓ 【2023B ●●FA推薦】 
 
■Ｊリーグ、JPFA、または各種連盟からの推薦を受ける場合 
受講申込書（Excelデータ）に必要事項を入力し、顔写真データを所定の位置に貼付の上、 
所属する団体（各種連盟）へ送信してください。 
各団体は、申込書データを取りまとめていただき、下記アドレスへ送信してください。 
 
各推薦団体から JFA への申込書データ送信期限 ︓ 2023年 3月 24日（金） 
データ送信先 ︓ jfa_b_license_course@jfa.or.jp 
メールタイトル ︓ 【2023B ●●推薦】 
 
■JFA推薦の申込について 
海外ライセンスを保有し(JFA C級相当以上)、基本的に指導拠点が海外にある方のみお申し込み可能です。 
JFA ID を取得後、KICKOFF（https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login）へアクセスしお申込みください。
申込方法詳細については「JFA推薦申込方法」を必ずご確認ください。 
KICKOFF申込期限 ︓ 2023年 3月 17日（金）23:59 
 
＜JFA推薦の選考対象者＞ 
① 海外ライセンス保有者 （JFA C ライセンス相当以上）⇒公募は➀のみ 
② 日本サッカー界への貢献度、JFA の活動への積極的な協力が認められる者 
③ その他、技術委員会で認めた指導者 
 
 
 
 

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login


 

 

【女性コース】 
（１）お申し込みは KICKOFF（https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login）からのみ受け付けます。 

→講習会番号︓000R10003439 
（2）下記 URL の受講申込フォームより詳細情報をご入力ください。 

→申込フォームの入力︓https://forms.gle/pZwhCVbvW8KZxZ4Q7  
 
※以上の（1）、（2）の両方を完了し、受講申込が完了となります。 
申込期限︓2023年 4月 14日（金） 

7. 受講決定 

【第 1～第 5 コース】 
締切後、KICKOFF にご登録のメールアドレス宛に、受講可否及び受講コースをメールにてご連絡します。 
※「@jfa.or.jp」のメールを受信できるよう設定ください。 
※KICKOFF登録メールアドレスを、申し込み前に有効なものに変更してください。 
※メールのみでのご連絡となりますのでご注意ください。 
 
＜受講決定時期＞ 4月上旬 
※原則として受講確定後のコース変更はできませんのでご注意ください。 
 
【女性コース】 
締切後、KICKOFF にご登録のメールアドレス宛に、受講可否についてご連絡します。 
※「@jfa.or.jp」のメールを受信できるよう設定ください。 
※KICKOFF登録メールアドレスを、申し込み前に有効なものに変更してください。 
※メールのみでのご連絡となりますのでご注意ください。 
 
＜受講決定時期＞ 4月下旬 
※選考結果に関するお問い合わせにはお答えできません。 
※指導歴や選手歴、活動実績等を総合的に検討し、JFA にて決定します。 
※受講確定後のキャンセルを受け付けておりませんので、確定した場合には必ずご受講ください。 

8. 受講料 

110,000円（税込） 
※受講確定メールが届いた後、KICKOFF にログインしてお支払いください。お支払い方法詳細は受講決定時に 
お知らせします。（お支払いはお申し込みと同時ではありません。） 

※宿泊費、交通費は別途受講者負担となります。詳細は追ってご連絡いたします。 

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login


 

 

9. 開催期間 

【専門科目】 

第 1 コース 
（関東） 

前期︓7月 3日(月)～7月 7日(金) 
茨城・鹿島ハイツスポーツプラザ 後期︓9月 11日(月)～9月 15日(金) 

試験︓11月 13日(月)～11月 15日(水) 

第 2 コース 
（北信越） 

前期︓5月 8日(月)～5月 12日(金) 
石川・和倉温泉多目的グラウンド 後期︓10月 16日(月)～10月 20日(金) 

試験︓11月 27日(月)～11月 29日(水) 

第 3 コース 
（東海） 

前期︓6月 5日(月)～6月 9日(金) 
静岡・時之栖 後期︓9月 18日(月)～9月 22日(金) 

試験︓11月 6日(月)～11月 8日(水) 

第 4 コース 
（関西） 

前期︓6月 5日(月)～6月 9日(金) 兵庫・五色台運動公園 
後期︓9月 25日(月)～9月 29日(金) 

大阪・J-GREEN堺 
試験︓10月 30日(月)～11月 1日(水) 

第 5 コース 
（九州） 

前期︓6月 5日(月)～6月 9日(金) 
鹿児島・さつまゴルフリゾート 後期︓9月 19日(火)～9月 23日(土) 

試験︓12月 14日(木)～12月 16日(土) 

女性コース 
前期︓7月 10日(月)～7月 14日(金) 

大阪・J-GREEN堺 後期︓10月 16日(月)～10月 20日(金) 
試験︓1月 29日(月)～1月 31日(水) 

※その他、都道府県サッカー協会主催コースあり（詳細は各 FA のホームページ等をご参照ください） 
 
【共通科目】 
すべて e ラーニングで学習いただくことになります。（集合講習は開催しません） 
e ラーニングの受講に関しては受講決定後別途ご連絡します。 

10. その他 

 お申込み以降のご案内はメールにて行うため、必ず有効なメールアドレスを KICKOFF にもご登録ください。 
 本講習会合格者は、「AFC-B ライセンス」として認められます。 
 講習会は指導実践、講義、試験、e ラーニング（共通科目）を含め全て日本語で行います。 
 受講にあたっては新型コロナウイルスをはじめとする感染症の予防および拡散防止にご理解・ご協力をお願い

いたします。 
 講習会は合宿形式で行います。JFA が手配する宿泊施設に原則として必ずご宿泊いただきます。 
 開催日程・会場、開催方式等は現時点での予定です。今後の状況により変更になる可能性がありますこと

をご了承ください。 



 

 

11. お問い合わせ 

【本講習会に関するお問い合わせ】 
公益財団法人日本サッカー協会 指導・育成部 指導者養成グループ 
TEL︓03-3830-1160（平日 10︓00～17︓00） 
Mail︓jfa_coaching_course@jfa.or.jp 

 
【KICKOFF の入力・操作方法等のお問い合わせ】 
JFA登録サービスデスク 
TEL︓050-2018-1990 
※登録サービスデスクの営業は、下記をご確認ください。 
URL︓https://www.jfa.jp/registration/sd.html 

 


