
2022年度 指導者養成事業

事業名 コース名 開催日時 開催場所 内容 ﾘﾌﾚｯｼｭﾎﾟｲﾝﾄ RP対象 備考1 備考2

前期 6日間(7/16～8/7実施予定) 講義・実技・指導実践

後期 5日間(11/23～12/18実施予定) 講義・実技・指導実践

試験 2日間(1/7～1/8実施予定) 指導実践・試験

2 第1コース 8日間(8月末～10月上旬実施予定) ビッグレイク他 講義・実技・指導実践 － － 定員24名程度(最少催行人数12名) 申込みはキックオフから(7月頃up予定)

3 第2コース 8日間(1月中頃～2月中頃実施予定) ビッグレイク他 講義・実技・指導実践 － － 定員24名程度(最少催行人数12名) 申込みはキックオフから(12月頃up予定)

4 女性限定 開催を協議中 びわこ成蹊スポーツ大学 講義・実技・指導実践 － － 協議中 協議中

5 第1コース 6/25(土)、26(日) ビッグレイク他 講義・実技・指導実践 － － 定員30名程度(最少催行人数12名) 申込みはキックオフから(5月頃up予定)

6 第2コース 2/25(土)、26(日) ビッグレイク他 講義・実技・指導実践 － － 定員30名程度(最少催行人数12名) 申込みはキックオフから(1月頃up予定)

7 地区申込み型 2日間(各地区担当者と協議) 講義・実技 － － 申込み方法は各地区担当者と相談

8 甲賀地区 5/29(日) 水口公民館 講義 5 C 内容：U12年代TSG報告、他

9 湖東地区 6/18(土) ハーティーセンター秦荘 講義 5 C 内容：U12年代TSG報告、他

10 湖南地区 講義 5 C 内容：U12年代TSG報告、他

11 湖西地区 講義 5 C 内容：U12年代TSG報告、他

12 湖北地区 講義 5 C 内容：U12年代TSG報告、他

GKP 秋頃 未定 講義・実技 5 B・C 内容未定 案内後、所定のフォームから

GKP 秋頃 未定 講義・実技・指導実践 10 B・C 内容未定 案内後、所定のフォームから

14 中体連 8/10(水) 13:00～17:00 ビッグレイク 実技 5 B・C 内容：フィジカルフィットネス 案内後、所定のフォームから

中体連 10/22(土) 時間未定 未定 講義・実技 10 B・C 内容：スキルアップ型 案内後、所定のフォームから

中体連 10/22(土) 時間未定 未定 講義・実技・指導実践 15 B・C 内容：スキルアップ型 案内後、所定のフォームから

高体連 11/25(金) 13:00～17:00 ビッグレイク他 講義・実技 5 B・C 内容：U18年代TSG報告、他 案内後、所定のフォームから

高体連 11/25(金) 13:00～17:00 ビッグレイク他 講義・実技・指導実践 10 B・C 内容：U18年代TSG報告、他 案内後、所定のフォームから

17 女子 9/17(土) 時間未定 ヴォーリズ学園 講義・実技 5 B・C 内容：NTCの落とし込み 案内後、所定のフォームから

スキルアップ型 7/18(月) 17:00～21:00 ビッグレイク 講義・実技 5 B・C 内容：分析・プランニング・実技 案内後、所定のフォームから

スキルアップ型 7/18(月) 17:00～21:00 ビッグレイク 講義・実技・指導実践 10 B・C 内容：分析・プランニング・指導実践 案内後、所定のフォームから

19 その他 9/4(日) 18:00～21:00 コミュニティセンターきたの 講義 5 A・B・C 内容：セーフガーディングワークショップ

20 A級Gトライアル 12月頃実施予定 未定 指導実践・面接 － － 関西トライアルの全日程(2日)に参加できる者 申込み要項を11月頃協会HPにup予定

21 A級U15トライアル

22 A級U12トライアル

23 B級トライアル 2/26(日) ビッグレイク 指導実践・面接 － － JFAコース希望・FAコース希望を含む 申込み要項を1月頃協会HPにup予定

24 第1コース(U6) 4/16(土) 15:30～18:30 ビッグレイク他 講義・実技 － － 定員10名程度(最少催行人数5名) 募集・申込みは県協会HPにて適時up予定

25 第2コース(U6) 5/14(土) 15:30～18:30 ビッグレイク他 講義・実技 － － 定員10名程度(最少催行人数5名) 募集・申込みは県協会HPにて適時up予定

26 第3コース(U6) 6/25(土) 13:00～16:00 ヴォーリズ学園 講義・実技 － － 定員20名程度 募集・申込みは県協会HPにて適時up予定

27 申し込み型 講義・実技 － － 5名以上の受講希望者で随時受付けます

28 滋賀FAカンファレンス 隔年開催 今年度は開催無し

この件に関する問合せ先　滋賀県サッカー協会 技術委員会 指導者養成部　森村宛　E-mail：wanyo1349@yahoo.co.jp ※1 「実技」：受講者による実技：インストラクターによる指導デモンストレーション

※2 「指導実践」：受講者による指導実践（補助プレーヤー・実技受講者への指導）

※3 リフレッシュ研修会は都度計画していきます。その際は協会HP等でも案内させていただきます。 

キッズリーダー養成講習会

びわこ成蹊スポーツ大学
実施会場・講師・その他新型コロナウィルス
感染拡大状況により期間変更の場合有り

本コース受講のためにはトライアルの受講が
必須となります

Ｂ級コーチ養成講習会
ＦＡコース

Ｃ級コーチ養成講習会

リフレッシュ研修会
（4種リーグ指導者研修会）

リフレッシュ研修会

公認コーチ養成講習会
推薦者選考会

JFAへの推薦順位を決めるものであって、講
習会の受講を確約するものではない

申込み要項を1月頃協会HPにup予定
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