
B級コーチ養成講習会 開催日 申込期間 定員 会場 備考
前期

6/2.3.10.17.6/23 最低開催人数
30.7/1後期
11/4.11. 16名

17。23.24.25

Ｃ級コーチ養成講習会 開催日 申込期間 定員 会場 備考
　A コース 9月からの 最低開催人数

開催予定で 16名
調整中

　B コース 9月からの 最低開催人数
開催予定で 16名

調整中

　C コース 6/24.30.7/1..7.8 最低開催人数
7/14.21.28.9/1.2 終了 16名

9/8.22.23.29

Ｄ級コーチ養成講習会 開催日 申込期間 定員 会場 備考

名古屋 1/13.14 調整中 30名 港サッカー場
知　多 12/8.9 調整中 30名 調整中
東尾張 10/6.7 調整中 30名

小牧パークアリーナ
他

西尾張 10/6.8 調整中 30名
6日　犬山高校
8日　大成高校

東三河 11/18.23 調整中 30名
18日豊川ﾌｯﾄｻﾙﾊﾟｰｸ足猿

23日豊橋陸上競技場

西三河
12月2週目また

は3週目 調整中 30名 愛知学泉大学

C級コーチリフレッシュ研修会 開催日 申込期間 定員 会場 備考

名古屋 1月13日 調整中 32名 港サッカー場
知　多 12月8日 調整中 32名 調整中
東尾張 調整中 32名
西尾張 調整中 32名
東三河 11月23日 調整中 32名 調整中

西三河
12月2週目また

は3週目 調整中 32名 調整中

Ｇ　Ｋ 調整中 調整中 16名 調整中
女　子 調整中 調整中 16名 調整中

4種リーグ講習会 県内6地区開催 ― ― 各会場

A・B・C級リフレッシュ研修会 開催日 申込期間 定員 チーフ 担当インストラクター 会場 備考

JJP指導者研修会 7月16日 終了 33名 口論議 ABC級リフレッシュ対象

JJP指導者研修会 調整中 調整中 30名 調整中 ABC級リフレッシュ対象

JJP指導者研修会（平日） 調整中 調整中 30名 調整中 ABC級リフレッシュ対象

開催日 申込期間 定員 チーフ 担当インストラクター 会場 備考
公認Ａ級・Ｂ級コーチ養成講習会 A級6名 池田博 A級保持者

愛知県トライアル B級30名 山口 全員

公認Ａ級U-15養成講習会　愛知県ﾄﾗｲｱﾙ 調整中 調整中 5名 北原 松永、足立、鈴木、他 調整中
公認Ａ級U-12養成講習会　愛知県ﾄﾗｲｱﾙ 調整中 調整中 4名 北原 松永、足立、鈴木、他 調整中

AIFAコーチングセミナー2018 11/11(日) 調整中 調整中 井浦 調整中 愛知学泉大学
C級のみ
リフレッシュ対象

8/26(日) 調整中 ― ― 各地区開催
2/23(土) 調整中 ― ― テラスポ鶴舞

第11回フットボールカンファレンス愛知 調整中 調整中 200名 北原 ― 愛知学泉大学
ABC級
リフレッシュ対象

リフレッシュ研修会（ﾒﾃﾞｨｶﾙ） ※2019年度開催予定 - - - - - C級リフレッシュ対象

リフレッシュ研修会（ﾌｨｼﾞｶﾙ） ※2020年度開催予定 - - - - - C級リフレッシュ対象

リフレッシュ研修会（栄養） ※2021年度開催予定 - - - - - C級リフレッシュ対象

※必ずご確認ください。

※JJP指導者研修会は担当インストラクターによっては、Ａ級の方はリフレッシュポイント対象外となる可能性がございます。

12/2(日) 愛知学泉大学

トレセンスタッフ研修会 鈴木

※リフレッシュ研修会のメディカル・フィジカル・栄養は2018年度は開催しない方向で検討しています。

愛知県独自の研修会

※全研修会、講習会ともに会場、日程は変更される可能性があります。後日、県協会ホームページに掲載される開催要項を

調整中
リフレッシュ
対象外
対象はB級保
持以上者
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ＪＦＡリフレッシュ研修会

14日間
13人

2018年度　技術委員会　指導部会　事業計画

ＪＦＡ指導者養成講習会

32人

終了 16人
12日間

7/10～8/5

愛知学泉大学　他

担当インストラクター

吉岡

2018年7月10日現在

13日間
7/10～8/5

13日間
32人 鈴木／伊藤／渡辺／吉岡／井浦 愛知学泉大学　他

前期：愛知学泉大学

担当インストラクター

橋本／磯村／池田

担当インストラクター

松永

10月8日 大成高校

―
橋本

上記各地区インストラクターが担当

ダイレクター

ユースダイレクター

サブチーフインストラクター ダイレクター

ダイレクター 副技術委員長 副技術委員長

指導部会長

技術委員長 青木　宏憲

事務局 入山　剛直

技術委員会指導部会 ※お申込み段階でインストラクターまたはダイレクターの推薦が必要な研修会等の場合は下記の方から推薦を受けてください。

榊原　穣

チーフインストラクター 足立　匠

インストラクター 渡辺　淳 ダイレクター 宮澤　淳

ダイレクター 塩田　健史

ダイレクター 鈴田　善幸

ダイレクター 片山　和磨

ダイレクター 平松 智宏

ダイレクター 木村　豊

ダイレクター 石原　明

ダイレクター 池田　和禧

ダイレクター 船橋　拓朗

インストラクター 橋本　史朗

インストラクター 鈴木　理記

ダイレクター 井上　聡

サブチーフインストラクター 山口　高史

インストラクター 井浦　淑行

サブチーフインストラクター 池田　博貴

インストラクター 吉岡  建二

インストラクター 伊藤　達也

インストラクター 荒尾　英昭

北原　忠尚

インストラクター 磯村　健

山口　勉松永　利弘


