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JFA U-12長野FAサッカーリーグ 2021 指導者研修会開催要項 

1. 開催の趣旨 
リーグ戦文化の醸成と競技会の整備充実（4 種）のため行われる「JFA U-12長野FAサッカーリーグ2021」

の参加チームベンチ入り指導者への義務研修として実施します。 
「ゴールデンエイジ」と呼ばれる１０歳～１２歳は、テクニックの習得にもっとも適した時期といわれています。こ

の時期によりよい環境でプレーすることは、プレーヤーの将来にとって非常に重要であり、またプレーヤーに関わる
指導者は重要な役割を担っています。そこで、小学生年代の指導に関わる指導者に対して、子どもたちのために
なるゲーム・トレーニング環境についての知識や指導方法に関する情報を共有するための指導者研修会として実
施します。なお、今回は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止などの観点から、講義はリモートにより実施し、
実技は各リーグにおいて後日設定します。 

2. 主 催 

（一社）長野県サッカー協会技術委員会/4種委員会/U12リーグ実施委員会  

3. 主 管  

技術委員会指導部会 JFA U-12地域サッカーリーグ実施委員会 

4. 参加範囲 
リーグ参加予定チームのベンチ入りする指導者・関係者で指導者ライセンスの有無は問わない。ベンチ入りを
予定しない場合でも、リーグに参加する団体の代表者・総監督等、全体を統括する立場の方は必ず受講
する。 

5. 講義の日時と申込方法 

講義はすべて Zoom によるリモート講義で行う。 
回 期 日 対象リーグ 回 期 日 対象リーグ 
1 1月 19日(火) 北信 7 1月 31日(日) 佐久 
2 1月 20日(水) 下伊那 8 2月 2日(火) 上小 
3 1月 24日(日) 松本・塩尻① 9 2月 3日(水) 上伊那 
4 1月 26日(火) 安曇 10 2月 4日(木) 県 
5 1月 27日(水) 諏訪 11 2月 8日(月) 松本・塩尻② 
6 1月 28日(木) 千曲 12 2月 16日(火) 受講できなかった方 
○ リモート講義を受講するための通信機器、デバイス（機器：PC、スマートフォン、タブレット等）は、受講

者が準備してください。 

○ 必要な方には、事前に接続テストを行う予定です。 
○ インターネット環境は、有線やＷｉ－Ｆｉ環境で受講を推奨いたします。 
○ インターネットでの講義視聴に掛かる通信料については、受講者の負担となります。契約形態などによって

は、通信容量の上限に達する場合がある可能性がありますのでご自身でご確認下さい。 
○ スマートフォンでの受講も可能ですが、画面上の文字などが見えづらい場合がございますので、パソコンで

の受講を推奨いたします。 
○ 周囲が騒がしい場所や移動中などの受講は、避けてください。 
 講義の時間はすべて１９：００開始、２１：００終了予定です。  
 リーグごとに受講期日を設定していますが、設定された期日で参加できない場合は、他の期日での参

加も定員内であれば可能です。（当該リーグの方が優先です。） 
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 Zoomの会議ＵＲＬは、参加チームの代表者（チーム申込をされた方）に後日メールで案内しま
す。 

6. 定員各回80名 
80名を超える場合は、各チームの代表・監督・コーチを優先し、受講できなかった方は他の日時
での受講もしくは2月16日(火)での受講をお願いします。 

7. 申込方法および申込期限  

以下①をチームで、②を指導者個人で行ってください。 

   ①参加チーム情報の入力 
チーム代表者は、リーグ参加チームに関する情報をGoogle formにアクセスして入力する。 

参加チーム情報入力URL   https://forms.gle/Lm5jcciVevxSUuPW8 

   ②参加申し込み 
参加を希望するチームスタッフ・指導者は、本人が下記URLより直接申し込む 

参加申込 URL   https://forms.gle/a3fc3rwWWyXkVHiJ9 

申込締切  上記①②ともに 2021年 １月１２日(火)２３：５９ 
上記の日時をすぎると、Google formへのアクセスはできなくなります。 

8. 参加料 

リーグ参加予定チーム １カテゴリーにつき1,000円 
チーム代表者は参加料をチーム名で指定の協会口座に振り込む。（振込手数料は、振り込み人におい
て負担してください。） 

※ 参加料は、１つのカテゴリーに複数チームが参加する場合でも、1カテゴリー1,000円です。 
 

参加費振込先 
八十二銀行笹賀支店 口座番号 ３３４２５８ 
口座名義 一般社団法人長野県サッカー協会（ナガノケンサッカーキョウカイ） 
振込人名は、振り込み人名の最初に「U12」を入れた「チーム名」でお願いします。（略称で可） 
 
例）信州長野フットボールクラブ ⇒ Ｕ１２シンシュウナガノエフシー 

9. 講師  長野県サッカー協会技術担当専任者、47ＦＡインストラクター 

10. 講義内 容 
① 「リーグ戦とは」 
② 「小学生年代（Ｕ８～Ｕ１２）のゲームオーガナイズ」 
③ 「サッカーを子供のものに」この年代の指導の留意点 

11. 実技内容 
 「スモールサイドゲームおよび8人制ゲームの実際とテクニックの指導」 （予定） 

https://forms.gle/Lm5jcciVevxSUuPW8
https://forms.gle/a3fc3rwWWyXkVHiJ9
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12. 備考 
(1) Zoom会議のURLは、各チーム情報を入力した代表のメールアドレスに後日送付します。各チームの代表は、

チーム内の研修会参加予定指導者に転送してください。 
(2) 実技研修についてはそれぞれのリーグ実施事務局で会場を確保した上で、技術委員会指導部（チーフインス

トラクター 中村博一 または 技術担当専任飽田 敏）と連絡をとりあい決定します。 
(3) 実技研修実施時には、JFA・NFAの示す活動ガイドラインに沿い、新型コロナウイルス感染症の感染予防対

策をとって実施します。参加者は、少なくとも開催日の2週間前から健康チェックを行うとともに、行動歴を記録
するなど、感染拡大防止にもご協力ください。 

 
JFAガイドライン 
https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.html 
 
NFAガイドライン 
https://www.nagano-fa.or.jp/wp-
content/uploads/2020/06/96abc79062fca04460ffed7f8f495ddb.pdf 
 
長野県ホームページ 対応のお願い（１２月７日～ 北信対策強化） 
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-
shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-onegai.html#hokushintaisakukyoka 

 
(4) 本研修会は、JFA U-12サッカーリーグ参加チームベンチ入りスタッフへの義務研修となります。なお、本研修会

（講義）を受講した指導者は、4種委員会（U12リーグ実施委員会）が定める期間、JFAU12リーグのベ
ンチ入り資格を満たすこととなります。 

(5) C級保有者については、リフレッシュ研修会（講義・実技を両方受講することが必須。１０P付与）として受
講も可能です。リフレッシュ研修として受講する場合は、Kickoffから申し込んでください。Kickoffから申し込む
前に、必ずGoogle formの個人申し込みを行ってください。個人申し込みフォームの中で、リフレッシュ研修とし
て受講するかどうかの説明の中に、Kickoff申し込みのパスワードが記載されています。リフレッシュ研修会の受
講料は1,000円となります。実技当日現金で納めてください。 

(6) 研修会における傷病について、主催者は現場での応急処置を行いますが、その後の措置および通院・治療な
どについては参加者自身の責任となるので、チームおよび個人においてスポーツ指導者保険などに加入の上ご
参加ください。 

以上 
 

問い合わせ先 
長野県サッカー協会技術委員会 
技術担当専任  飽田 敏  携帯：070-3965-9293 

メール：acta@nfatech.page 
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