
第１０回長野県フットボールカンファレンス開催要項 

■主 催  一般社団法人長野県サッカー協会/長野県サッカー協会技術委員会 
■主 管  一般社団法人長野県サッカー協会技術委員会 
■後 援  未定 
■出演者および講師（予定） 
   長野県サッカー協会会長、2030 アクションプランワーキングチーフ 

   JFA 育成ダイレクター 影山雅永  
   NFA 技術委員長、47FA インストラクター 
 
■開催のねらい  (1) 2028 国民スポーツ大会優勝をめざし、強化・育成・普及のベクトル合わせ 

 (2) JFA/NFA 発信情報の共有と指導者の資質向上 
 (3) 公認指導者リフレッシュ研修として実施する。 

■期 日  第１日目：講演等（オンライン） 2022 年 1 月 29 日（土）13：00～17：00 

   第２日目：講義・実技・ディスカッション（9:00-14:00 ４地区での開催） 

    北信地区 2022 年１月 30 日(日） 【会場：北部ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾊﾟｰｸ】 
    東信地区 2022 年 2 月 6 日(日) 【会場：丸子町総合体育館】 
    中信地区 2022 年１月 30 日(日)  【会場：松本市サッカー場 ＦＢＣ】 
    南信地区 2022 年 2 月 6 日(日)  【会場：東海大諏訪高校】 

■募集人数  Ａコース ２日間参加東北信コース  80 名（東北信地区実技 上限各 40 名） 
   Ｂコース ２日間参加中南信コース 160 名（中南信地区実技 上限各 80 名） 
   Ｃコース 1 月 29 日のみ参加コース 160 名 
 Ｄコース 各地区 2日目のみ参加   若干名（A/Bコースに空きがある場合のみ募集します） 

※ Ａ/Ｂコースについては、実技内容に違いがありますので申し込みに時にご注意ください。 
※ 申込決定後のコース変更はできません。ただし、Ａ→Ｂ、Ｂ→Ａコースの変更については、

定員に満たない場合に変更を認める場合があります。 
※ 申込については①A/B コース受講者、②有資格者の順に優先し、原則として先着順としま

す。 

■参加資格   長野県内に在住する県内でサッカーを指導する指導者（資格の有無は問わない）、および長野県内
のサッカー登録チーム関係者 

■受 講 料 Ａ/Ｂ コース 3,000 円    Ｃ/Ｄコース 2,000 円 
※ A/B/C コースについては、事前に受講料をお支払いいただきます。支払い方法については

受講決定時にお知らせします。D コースについては、募集時にあらためて連絡します。 
■申し込み 

JFA 登録サイト kick off から下記講習会（その他研修会）を検索して申し込むとともに、本要項記載の申込フ
ォームＵＲＬから Google form に入り、必要事項に回答してください。 
 
講習会・研修会番号 016R10001228-001 /都道府県協会 長野県サッカー協会 
期日 2022/01/29 ～ 2022/02/06     
講習会・研修会名称 第１０回長野県フットボールカンファレンス 
パスワード 0129 

申込フォームＵＲＬ 
https://forms.gle/nCaRXbauNYanxHA79 

    kick off 申込と Google form の両方への回答が終了した時点で申込完了となります。 
※ 公認指導者資格を持たない指導者、スタッフ・保護者等受講希望者も、JFAID を取得して、

kick off からも申し込んでください。 

https://forms.gle/nCaRXbauNYanxHA79


■ 申込締切   2021 年（令和３年）12 月 25 日(金)  
 ※受講の可否は 1 月 3 日(月)までに、KICKOFF から登録メールアドレスへお知らせします。 

■ プログラム：日程・内容（予定） 
第１日目：１月 29 日(土) オンライン開催    接続 12:30－12:55   13:00 開始 17:00 終了予定 
□オープニング       13:00-13:15 

□講 演 （予定） 

①ガイダンス     (NFA）   13:15-13:30 

②JFA の取り組みアクションプラン 2021  (JFA）   13:30-14:00  

③東京オリンピック TSG（育成への示唆）  (JFA)  14:00-15:00 

④NFA2020 年宣言 2030 ワーキンググループより (NFA）  15:15-16:00 

⑤長野県の課題への取り組み   (NFA)  16:00-16:45 

□1 日目クロージング      16:45-17:00 

 
第２日目 4 地区   受付 9:00-9:20 9:30 開始 13:30 終了 14:00 解散予定 
□ レクチャー/実技 長野県の課題を克服するためのゲーム環境を考える 

① レクチャー    ゲーム・プレーの分析の方法、少人数サッカーについて  
② 実技    U-12 年代のゲーム・プレーの分析と少人数サッカーについて 

【東北信】 U-12 のゲーム分析と「クアトロゲーム」の運営 
【中南信】 「中間ゴール」を使用した U-12 年代のゲーム分析と少人数サッカーの実際 
 

■ 備 考 
(1) 本カンファレンスのプログラム・全体日程、講師、講演内容は予定であり、講演者の都合によって予告な

く変更する場合があります。また、2 日目に各地区開催の集合講習においては新型コロナウイルス感染予
防対策を講じて実施しますが、感染状況や市町村などの要請によっては開催方法を変更・中止する場合が
あります。 

(2) １日目に参加される方は、ZOOM でのオンライン開催となります。 
・ 通信機器の貸し出しや接続サポートは予定しておりません。ご自身で環境を整えていただけますよ

うお願いいたします。事前に接続テストを準備いたしますので、ご自身での確認をお願いいたします。 
・ 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かかる通信料については、受講者の負担となります。 
・ 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。 
・ 通信障害などによって受講できなかった場合の責はご容赦いただきます。 
・ 講義中の録画・録音およびカンファレンス内容のＳＮＳへの掲載は禁止とさせていただきます 

(3) 公認指導者へのリフレッシュポイント付与一覧 

開催日 会場 
指導者資格 

S Ａ-Ｇ/15/12 Ｂ Ｃ FS-C※ 
1/29(土) Web 10 10 10 10 10 

1/30(日) 
北信 × × × 10 10 
中信 × × 10 10 10 

2/6(日) 
東信 × × 10 10 10 
南信 × × × 10 10 

※ サッカー・フットサルの両方の資格を持つ指導者へのリフレッシュポイント付与については、同一日にお
いてはいずれか一方への付与となります。 



(4) 受講の可否および詳細連絡については、KICK OFF 登録メールおよび KICKOFF トップページあなたへの
メッセージに連絡をいたしますので、申し込みの際に今一度、登録情報（メールアドレス、住所等）の確
認をお願いします。また、登録メールアドレスが携帯のアドレスの場合、インターネット経由の
@gmail.com、@yahoo.co.jp からのメールをブロックしないよう設定をお願いします。 

(5) Ａ／Ｂ／Ｃコースの受講決定者は、後日連絡の指定の方法で受講料をお支払いください。指定の期限まで
にお支払いがない場合、受講しないものと判断し、受講決定を取り消します。Ｄコース受講決定者につい
ては、当日受付にて現金でお支払い下さい。 

(6) 受講料納入後のキャンセルについて、 
① Ａ・Ｂコース全日程のキャンセルおよびＣコースのキャンセルについては、1 月 28 日(金)正午まで

にご連絡いただいた場合にのみ指定口座への振込にて返金しますが、返金に関わる手数料は申込者
においてご負担いただきます。1 月 28 日(金)正午以降および、当日欠席の場合はいかなる理由があ
ろうとも返金いたしません。 

② Ａ／Ｂコースの一部キャンセル（29 日のみ、30 日(日)/2 月 6 日(日)のみ）については受講料の返
金は行いません。 

(7) 新型コロナ感染症拡大をうけて、全有資格者のリフレッシュポイント獲得期間が延長されています。ご自
身のポイント獲得有効期限については、kick off でお確かめください。 

 
 

 
－問い合わせ先－ 

  一般社団法人長野県サッカー協会事務局  TEL：0263-87-8565 

 
    第 10 回カンファレンス事務局：e-mail：naganoconference@gmail.com 
   技術委員長        赤穂 好児   MP：090-3564-0857 

チーフインストラクター 中村 博一   MP：090-1866-9561 
   ＦＡコーチ  飽田 敏 MP：070-3965-9293 

 

mailto:naganoconference@gmail.com

