
　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

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

17:00 17:00 17:00

17:30 受付完了(１７：００) 17:30 受付完了(１７：００) 17:30 受付完了(１７：００) 17:00 受付完了(１７：００)

18:00 講義　１７:１５～１８：１５ 47FA 18:00振り返り　17:00〜17:15 18:00 振り返り　17:00〜17:15 振り返り　17:00〜17:15

ガイダンス 吉田 講義　１７:１５～１８：１５ 47FA 講義　１７:１５～１８：１５ 47FA 18:00 講義　17:００～18：０0 47FA

19:00 実技 47FA 19:00 分析 吉田 19:00 分析２ 吉田 戦術１ 吉田

19:00〜20:30 吉田 実技 47FA 実技　 47FA 19:00 実技　 47FA

ＧＡＭＥ 19:00〜20:30 吉田 19:00〜20:30 吉田 20:00 19:00〜20:30 吉田

20:30 振り返り（～21:00） 20:30 技術① 20:30 技術② 20:30 戦術１

日　程 日　程 日　程 日　程

会　場 会　場 会　場 会　場

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

受付完了(１７：００) 17:00 受付完了(１７：００) 17:00 受付完了(１７：００) 17:00 受付完了(１７：００)

振り返り　17:00〜17:15 振り返り　17:00〜17:15 振り返り　17:00〜17:15 振り返り　17:00〜17:15

17:30 講義　17:15～18：15 47FA 18:00 講義　17:15～18：15 47FA 18:00 講義　17:15～18：15 47FA 18:00 講義　17:15～18：15 47FA

戦術２ 吉田 ゴールキーパー 吉田・伊藤 プランニング 吉田 コーンチング 吉田

19:00 実技 47FA 18:30 実技 47FA 18:30 実技 47FA 19:00 実技 47FA

19:00〜20:30 吉田 19:00〜20:30 吉田・伊藤 19：00〜20:30 吉田 19:00〜20:30 吉田

戦術２ ゴールキーパー プランニング コーチング

日　程 日　程

会　場 会　場 会　場 会　場

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

受付完了(１４：３０) 8:00 受付完了(１4：0０) 9:00

講義 　14:30～15:30 47FA 14::30～16::30 47FA

メディカル・発育発達 吉田 指導実践　2組 吉田・上田 10:00 受付完了(13：1０)

受付完了(１７：００) 120分 講義 　13:１0～14:０0 47FA

17:00 振り返り　17:00〜17:15 13:00 11:00 チームマネージメント 上田

講義　１７:１５～１８：１５ 47FA 17:30～20:30 47FA 16:30 講義 　14:00～15:00 47FA

競技精神 吉田 指導実践　2組 吉田・上田 休憩　２Ｈ 実践振り返り 吉田

18:00 講義 　18:15～19:15 47FA 120分 18:30 18:30～20:30 47FA 12:00 講義 　15:00～15:30 47FA

メディカル 上田 指導実践2組 吉田・上田 実践ガイダンス 吉田

19:00 19:15～20:45 47FA 20:30 120分 講義　15:30～17:00 47FA

実践G/グループワーク吉田 グループワーク 吉田・上田

日　程 日　程

会　場 会　場 会　場

期　日

講師

時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師 時　間 科目名 講師

集合完了(１４：００)

14:30 14::30～16::30 47FA

指導実践　2組 吉田・上田 16:00 集合完了　１６:００ 17:00 集合完了(17：00)

120分 16:30～18:30 47FA 筆記テスト 47FA

休憩　２Ｈ 指導実践　2組 吉田・上田
17:00～18:00

吉田・上田

18:30 18:30～20:30 47FA 18:00 閉校ガイダンス 47FA

指導実践2組 吉田・上田 18:00～18:30 吉田

120分 18:30

インストラクター
講師

インストラクター
講師

インストラクター

サポート サポート サポート

令和3年12月11日(土)
期　日

令和3年12月12日(日)
期　日

令和3年12月19日(日)

１７:００～２０:４５ 13:00～17：30 1７：００～１８：３０

第　１３　日 第　１4　日 第　１４　日

GFC GFC 長良川スポーツプラザ

インストラクター

サポート サポート サポート サポート

休憩　２Ｈ

13:00～17：30 8:30～16:30 13:00～17:00

講師

インストラクター

講師

インストラクター

講師

インストラクター

講師

期　日
令和3年10月31日(日)

期　日
令和3年11月14日(日)

期　日
令和3年11月21日(日)

期　日
令和3年12月5日(日)

17:00～21:00

第　９　日 第　１０　日 第　１１　日 第　１2　日　

長良川スポーツプラザ 笠松中央公民館/GFC ＧＦＣ 長良川スポーツプラザ

期　日
令和3年10月30日(土)

17:00～21:00 17:45～21:15 17:45～21:15 17:15～21:00
期　日

令和3年10月10日(日)
期　日

令和3年10月17日(日)
期　日

令和3年10月24日(日)

講師
インストラクター

サポート サポート サポート サポート
講師

インストラクター
講師

インストラクター
講師

インストラクター

第　５　日 第　６　日 第　7　日 第　８　日

八百津蘇水公園

八百津町ファミリーセンター
八百津蘇水公園/川辺中央公民館

八百津蘇水公園

八百津町ファミリーセンター

八百津蘇水公園

八百津町ファミリーセンター

期　日
令和3年9月12日(日) 令和3年9月23日(木) 令和3年9月26日(日)

期　日
令和3年10月3日(日)

17:15～21:00 17:15～21:00 17:15～21:00 17:０0～21:00

講師

インストラクター

サポート サポート サポート サポート

ＧＦＣ／笠松中央公民館 ＧＦＣ／笠松中央公民館
八百津蘇水公園

八百津町ファミリーセンター

八百津蘇水公園

八百津町ファミリーセンター

講師

インストラクター

講師

インストラクター

講師

インストラクター

２０２１年度

サッカーC級コーチ養成講習会 　第２コース日程　

※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


