
日程

期日 期日 期日 期日 期日 期日

講師 講師 講師 講師 講師 講師

助手 助手 助手 助手 助手 助手
13:00 集合・受付 11:45 集合・受付 12:45 集合・受付 16:45 集合・受付 16:45 集合・受付 16:45 集合・受付

13:30 ガイダンス 12:00 分析② 13:00 戦術① 17:00 戦術② 17:00 GK 17:00 プランニング
〈５０分〉 〈５０分〉 〈５０分〉 〈５０分〉 〈５０分〉 〈５０分〉

14:30 実技 13:00 実技 14:00 実技 18:00 実技 18:00 実技 18:00 実技
【GAME】 【技術②】 【戦術①】 【戦術②】 【GK】 【プランニング】
〈９０分〉 〈９０分〉 〈９０分〉 〈９０分〉 〈９０分〉 〈９０分〉

16:00 振り返り 14:30 振り返り 15:30 振り返り 19:30 振り返り 19:30 振り返り 19:30 振り返り

16:30 分析① 16:00 20:00 20:00 20:00
〈５０分〉

15:00

17:30 実技
【技術①】
〈９０分〉

19:00

県西総合公園 筑西市桑山２８１８
吉野サンビレッジ 常総市上蛇１７２０－２
大生公民館 常総市平町４４１
明野公民館 筑西市海老が島２１２０
９/4　・９/１８　・１０/１　・１０/８　・１０/１５　・１０/２２　・１０/２９　　・１１/３　・１１/５　・１１/１２　・１１/２３

会場
講義　大生公民館

会場
講義　県西総合公園

会場
講義　大生公民館

会場
講義　明野公民館

実技　県西総合公園 実技　吉野サンビレッジ 実技　同グランド 実技　吉野サンビレッジ
会場

講義　大生公民館
会場

講義　大生公民館

実技　吉野サンビレッジ 実技　吉野サンビレッジ

10月１日（土） １０月８日（土） 10月１５日（土） 10月２２日（土）

時間 科目名 時間 科目名 時間

９月４日（日） ９月１８日（日）

科目名 科目名 時間 科目名 時間 科目名時間

令和４年度　JFA公認　C級コーチ養成講習会（県西コース）スケジュール
第2日 第3日 第4日 第5日 第6日第1日



期日 期日 期日 期日 期日 期日

講師 講師 講師 講師 講師 講師

助手 助手 助手 助手 助手 助手
14:45 集合・受付 8:45 集合・受付 12:45 集合・受付 14:45 集合・受付 8:45 集合・受付 8:45 集合・受付

15:00 実践ガイダンス 9:00 グループワーク 13:00 発育発達と 15:00 グループワーク 9:00 グループワーク 9:00
〈２０分〉 〈５０分〉 一貫指導 〈５０分〉 〈５０分〉

〈５０分〉
グループワーク
〈３０分〉

16:00 コーチング 10:00 指導実践① 14:00 チーム 16:00 特別講義 10:00 指導実践② 10:00
〈５０分〉 （2組） マネジメント インクルーシブ （2組）

〈１2０分〉 〈５０分〉 〈４０分〉 〈１2０分〉

17:00 実技 15:00 メディカル 17:00 実技 11:00
【コーチング】 〈５０分〉 インクルーシブ
〈９０分〉 〈３０分〉

振り返り

12:00 昼食 16:00 サッカーの 18:00 12:00 昼食 12:00
競技精神
〈５０分〉

18:30 振り返り

19:00 グループワーク 13:00 指導実践① 17:00 筆記試験 13:00 指導実践② 13:00
〈５０分〉 （３組） 〈６０分〉 （３組）

〈１８０分〉 〈１８０分〉

20:00 18:00 グループワーク 14:00
〈５０分〉

16:00 閉校式
（５０分）

16:00 19:00 17:00 17:00

県西総合公園 筑西市桑山２８１８
吉野サンビレッジ 常総市上蛇１７２０－２
大生公民館 常総市平町４４１
明野公民館 筑西市海老が島２１２０
９/4　・９/１８　・１０/１　・１０/８　・１０/１５　・１０/２２　・１０/２９　　・１１/３　・１１/５　・１１/１２　・１１/２３

会場
講義　大生公民館 講義　県西総合公園

会場
講義　大生公民館

会場
実技　吉野サンビレッジ 実技　県西総合公園

会場 会場
講義　県西総合公園

実技　県西総合公園 実技　県西総合公園

11月５日（土）

講義　明野公民館

実技　－ 実技　同グランド
会場

講義　県西総合公園

10月２９日（土） 11月3日（祝） １１月１２日（土） 11月２３日（祝） 12月１１日（土）

時間 科目名時間 科目名 時間 科目名 時間 科目名 時間 科目名 時間 科目名

令和3年度　JFA公認　C級コーチ養成講習会（県西コース）スケジュール
第7日 第8日 第9日 第10日 第11日 第12日


