
　都道府県　岐阜県
日　程 日　程 日　程 日　程

会　場 会　場 会　場 会　場

期　日 期　日 期　日 期　日

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師

16:30 受付(～16:50) 16:30 受付(～16:50) 16:30 16:30 受付～16:50

17:00 講義① 50分（～17:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 17:00 講義⑨ 50分（～17:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 17:00 17:00 講義⑤ 50分（～17：50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

ガイダンス メディカル 受付(～17:50) 技術戦術Ⅲ

18:00 講義② 50分(～18:50) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 18:00 講義③ 50分（～18:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 18:00 講義④ 50分（～18:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 18:00 講義⑥ 50分(～18:50) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

技術戦術Ⅰ ゴールキーパー 技術戦術Ⅱ 発育発達

19:10 実技① 90分（～20:40） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 19:10 実技② 90分（～20:40） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 19:10 実技③ 90分（～20:40) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 19:10 実技④ 90分(～20:40) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

ゲームとコーディネーション ゴールキーパー 観る ボールフィーリング&ドリブル

21:00 振り返り（～20:50） 21:00 振り返り（～20:50） 21:00 振り返り（～20:50） 21:00 振り返り（～20:50）

日　程 日　程 日　程 日　程

会　場 会　場 会　場 会　場

期　日 期　日 期　日 期　日

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師

16:30 受付(～16:50) 16:30 受付(～16:50) 8:30 受付(～8:50) 16:30 受付(～16:50)

17:00 講義⑦ 50分（～17:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 17:00 講義⑩ 50分(～17:50) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 9:00 実践の準備 17:00 講義⑪ 50分(～17:50) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

コーチング法Ⅰ 指導者の役割Ⅰ 9:30 実践① 　　（～12:30） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 指導者の役割Ⅱ

18:00 講義⑧ 50分（～18:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 18:00 指導実践ガイダンス＋評価 ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 18:00 講義⑩ 50分(～18:50) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

コーチング法Ⅱ （～19:50） グループワーク

19:00 実技⑤ 90分（～20：40） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 19:00 実技⑥ 90分（～20:40） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 12:30 昼食(～13:20) 19:00 実技⑦ 90分(～20:40) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

パス＆コントロール シュート 13:30 実践① 　　（～16：30） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 守備のテクニック

20:00

20:30 振り返り（～20:50） 20:30 振り返り（～20:50） 振り返り（～20:50）

21:00 21:00 16:30 振り返り（～17:00） 21:00

日　程 日　程

会　場 会　場

期　日 期　日

時　間 科目名 講師 科目名 講師 時　間 科目名 講師 科目名 講師

16:30 16:30 受付 (～16:50) 受付(～13:00)

17:00 17:00 ＪＹＤ(～17::50） ＪＹＤスポンサー 17:00 実践の準備

17:30 受付(～17:50) 17:30 明治　 17:30 受付(～17:50) 13:30 実践② 　　（～16:30） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

講義⑫ 50分(～18：50) 審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 18:00 講義　50分（～18:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 18:00 実技⑩ 90分(～19：30) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

審判 指導実践ガイダンス 攻撃②ゴールを目指す

19:00 実技⑧ 90分(～20:30) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 19:00 実技⑨ 90分(～20:30) ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 19:00 夕食　　　　(～17:30)

守備②ボールを奪う 攻撃①ポゼッション 講義　 50分（～20:50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 17:30 実践② 　　（～20:30） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

20:00 実技振り返り

21:00 振り返り（～21:00） 21:00 振り返り（～21:00）

振り返り（～２１:00）

日　程 日　程

会　場 会　場

期　日 期　日

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師

17:30 受付(～17:50)

18:00 筆記テスト（～18：50） ４７ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

19:00 閉講ガイダンス(～19:50)

懇親会予定
20:00 ※掲載時には削除

第　１３　日

ハートフルスクエアーＧ

平成30年9月8日(土)

長良川メドウ球技場/メドウ会議室 岐阜県フットボールセンター(人工芝）

平成30年8月11日(土) 平成30年8月12日(日) 平成30年9月2日(日)

長良川メドウ球技場/メドウ会議室

平成30年8月19日(日)

予備日

平成30年7月8日(日) 平成30年7月14日(土) 平成30年7月29日(日) 平成30年8月5日(日)

第　９　日 第　１０　日 第　１１　日 第　１２　日

長良川メドウ球技場/メドウ会議室

第　５　日 第　６　日 第　７　日 第　８　日

長良川メドウ球技場/メドウ会議室 長良川メドウ球技場/メドウ会議室 岐阜県フットボールセンター(天然芝） 長良川メドウ球技場/メドウ会議室

長良川メドウ球技場/メドウ会議室 長良川メドウ球技場/メドウ会議室 長良川メドウ球技場/メドウ会議室 長良川メドウ球技場/メドウ会議室

平成30年6月17日(日) 平成30年6月24日(日) 平成30年6月30日(土) 平成30年7月1日(日)

平成30年度 
サッカーC級コーチ養成講習会 日程表

※時間及び会場は変更になることがあります。

第　１　日 第　２　日 第　３　日 第　４　日


